赤コース
1

番
停留所

始発： 9am 最終便帰着： 5pm

青コース

ヴァイアダクト・ハーバー/プリンセス埠頭

ヴァイアダクト・ハーバー (Viaduct Harbour) 入り口の停留所は、クルーズ船の停泊するプリンセス埠頭 (Princes
Wharf) やクィーンズ埠頭 (Queens Wharf) のすぐ近くです。ウォーターフロント一帯は、2000年と2003年にヨット
レースの世界大会、アメリカズカップを迎えました。世界各国から入港したスーパーヨットを眺めながら散策し、ハーバー・
ブリッジのある風景を見渡し、ニュージーランド海洋博物館で海事にまつわる豊かな歴史をたどってみてください。海辺
には一流のレストランやバーが並んでいます。少し奥へ歩くとテ・ウェロ・ブリッジがあり、その先が新しく再開発された
ウィンヤード地区とサイロ・パークになっています。海に面した場所には多数の飲食店があり、フィッシュ・マーケットや
子供の遊び場もあります。
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番
番
停留所 停留所

始発： 9.30am 最終便帰着： 4.30pm

オークランド博物館

オークランド戦争記念博物館 (Auckland War Memorial Museum) は、オークランドを訪れるなら見逃せません。
3階建ての堂々とした建物の中には、国の成り立ちから、戦争の喪失と苦難、ユニークな自然の歴史、
マオリと太平洋諸国
の至宝まで、ニュージーランドの物語が詰まっています。館内では毎日11am、12pm、1：30pmにマオリ文化を紹介する
パフォーマンスが行われています。夏期は2:30pmの回もあります。カフェ、お手洗いあり、ホール内はWi-Fiが無料で
利用できます。博物館のすぐ近くには美しいウィンターガーデン（11番停留所）があります。
始発 9.30am, 青コース最終便 3.30pm, 赤コース最終便 4.30pm

始発 9am, 最終便 4pm, 帰着 5pm

2

番
停留所

バスティオン・ポイント 展望台

バスティオン・ポイント (Bastion Point) からは市街地とワイテマタ湾の
絶景が見渡せます。周囲のマイケル・ジョセフ・サベージ記念ガーデンの
散策も楽しめます。丘を下ってミッション・ベイまで歩いていくと、美しい
ビーチと多数の飲食店があります。 下りの道はかなり急な傾斜になって
います。停留所に戻る際も足もとには充分にご注意ください。もしくは、
ミッション・ベイから海辺を30分ほど歩いて戻り、ケリー・タールトンズ
水族館（3番の停留所）からバスに乗ることもできます。
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番
停留所

パーネル・ビレッジ

ニュージーランドでも特に古い街パーネル (Parnell) には、アートギャラ
リーやカフェ、レストラン、昔ながらの趣あるヴィラを利用したブティック
が並んでいます。石畳の通りを気ままに散策して楽しんでください。デザ
イナーファッションやジュエリー、ギフト、絵画、彫刻など、ニュージー
ランド製の逸品を探してお土産にしてもよいでしょう。

11番
停留所

始発 9.35am, 最終便 4.35pm

ウィンターガーデン

ドメイン内の博物館から少し歩いた場所にあるウィンターガーデン
(Winter Garden) は、歴史ある複合庭園です。華やかな大温室に、世
界各地の温帯域と熱帯域から集められた植物が茂っています。なかには
珍しい種類の植物もあります。入場は無料。すぐ近くにカフェとカモのい
る池があり、こちらも行ってみる価値があります。
始発 9.35am, 最終便 3.35pm

始発 9.10am, 最終便 4.10pm

3

番
停留所

ケリー・タールトンズ水族館

ケリー・タールトンズ (Kelly Tarlton's) はニュージーランドの海の豊
かな環境を紹介する水族館です。サメ、アカエイ、タツノオトシゴなど、
様々な生き物が見られます。南極の氷雪の世界を再現したエリアでは、
ニュージーランド唯一のキングペンギンとジェンツーペンギンのコロ
ニーを間近に観察できます。水槽の下を通り抜けるトンネルは世界で初
めて実現させたものです。所要時間は1時間～2時間。出口は駐車場を
挟んで入口の反対に位置していますので、バスの止まる場所まで戻る時
間を見込んでおいてください。
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番
停留所

クィーン・ストリート/ シビック・シアター

伝統あるシビック・シアター (Civic Theatre) は、オークランドの目抜き
通り、クィーン・ストリート (Queen Street) とウェレズリー・ストリート
の角に位置しています。沿道の店でショッピングをしたり、通りの斜め
向かいにある美術館や美しいアルバート・パークまで行ってみてもよいで
しょう。美術館のコレクションは15,000点以上と全国最大です。建物自
体も賞を授与されています。

12番
停留所

イーデン・ガーデン

オークランドの最高の秘密の園と言われるイーデン・ガーデン (Eden
Garden) は、イーデン山の斜面の採石場跡地にボランティアのグループ
が手を入れて、1964年に設立されました。今日この2ヘクタールの緑の
楽園には、在来種と外来種の植物が茂っています。特に椿のコレクション
は南半球随一として知られています。カフェは毎日営業しています。
始発 9.45am, 最終便 3.45pm

始発 9.40am, 最終便 4.40pm

始発 9.15am, 最終便 4.15pm
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番
停留所

パーネル・ローズガーデン

パーネル・ローズガーデン (Parnell Rose Garden) は新旧の品種の
色とりどりの香り高いバラ5,000株以上が咲き誇る美しいバラ園です。
毎年11月にはバラ祭りが開催されています。バラの花を楽しむなら、
10月から4月までの夏の間がおすすめです。裏手にある細い道を下りて
いくと、ジャッジズ・ベイにつながっています。夏は歴史ある海水プール、
パーネル・バスがオープンしています。
始発 9.20am, 最終便 4.20pm

9

番
停留所

スカイシティとスカイタワー

高さ328メートルのスカイタワー (Sky Tower) はニュージーランドお
よび南半球で最も高い建築物です。ガラス張りのエレベーターで展望
フロアに上ると、全方角に広がる絶景が見渡せます。スリルを求めてい
るなら、タワーの外側を歩いたり、探している場合、外を散歩したり、塔
から飛び降りたり、といったアクティビティに挑戦するとよいでしょう。
スカイシティ (SkyCity) は複合施設になっていて、カジノと2つのホテ
ル、25軒を超えるレストラン、バー、カフェが入っています。また、内部で
はWi-Fiを無料で利用できます。

13番
停留所

マウント・イーデン/ マウンガファウ

マウンガファウ (Maungawhau)とも呼ばれるマウント・イーデン (Mt.
Eden) は、オークランドでも特に有名な火山丘で、公園としても親しま
れています。オークランド中心部で最も標高の高い頂上からは、市街地
とワイテマタ港の素晴らしい景色が楽しめます。バスの停留所から遊歩
道を300mほど上ると頂上に着きます。なお、途中に雨風をしのげる
シェルターはなく、相応の体力が必要です。
始発 9.50am, 最終便 3.50pm

始発 9.45am, 最終便 4.45pm
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番
停留所

ホーリー・トリニティ大聖堂

パーネル・ビレッジの坂の上に建つホーリー・トリニティ大聖堂 (Holy
Trinity Cathedral) は、オークランドの英国国教会の筆頭で、音楽や文
化公演の会場としても利用されています。教会の建物は「パシフィック・
ゴシック」の建築スタイルが特徴的で、ステンドグラスもユニークです。
また、敷地内には歴史あるセント・メアリー教会もあります。ビジター
歓迎、入場は無料です。
始発 9.25am, 最終便 4.25pm

車内でのマナーとして、解説が流れている間は
話し声はお控えください。また、安全のため
ご乗車の際はすみやかに着席し、
走行中は席をたたないようお願いします。

楽しい1日をお過ごしください！

14
番

イーデン・パーク
（車窓観光のみ、
通過）

イーデン・パークはニュージーランド最大のスタジアムです。収容人数は最
大6万人、世界チャンピオンのオール・ブラックスとクリケットの全国代表
チーム、ブラック・キャップスの拠点となっています。1987年にはここで初
のラグビー・ワールドカップの決勝戦が行われました（優勝はニュージー
ランド）。 2011年にもラグビー・ワールドカップでも多数の試合の会場と
なりました。そして2015年にはクリケット・ワールドカップも開催されてい
ます。 スタジアムの周辺に設置してある彫像は、オールブラックスの英雄
たちを記念するものです。

青コースの停留所15番から17番については裏面をご覧ください

青コース
15番
停留所

始発： 9.30am

最終便帰着： 4:30pm

ウエストフィールド セント・ルークス

180以上の店舗を有するセント・ルークスは、国内でも特に大規模な
ショッピングモール (Westfield St. Lukes) で、お買い物にもウィンド
ウショッピングにもぴったりの場所です。デパートやブティック、スーパー
マーケット、フードコート、カフェのほか、上映室の8つある映画館や銀
行などが入っています。必要に応じて外貨両替所も利用できます。

フェリーに
乗って...

18
番

始発 10.00am, 最終便 4.00pm

16番
停留所

17番
停留所

オークランド動物園

デボンポート

オークランド動物園 (Auckland Zoo) は、在来種と外来種の様々な動
物を飼育するニュージーランド最大の動物園です。17ヘクタールの緑豊
かな園内には138種に及ぶ875もの動物がいます。ニュージーランドの
国鳥キーウィをはじめ、象、ライオン、トラ、猿、キリンなどに会いに行き
ましょう。

エクスプローラー・パスで、
デボンポー
ト往復フェリーが無料で利用できます！
ダウンタウンのターミナルからフェリー
に乗って対岸に渡り、歴史ある街並み
を歩いてみましょう。

始発 10.10am, 最終便 4.10pm

個性ある小さな店で贈り物を探したり、
レストランやカフェ、
バーでおいしいも
のを堪能したり、
ビーチで寛いだりして
過ごせます。
ノース・ヘッドの丘に登る
と、
ハーバーを一望できます。
無料フェリーは平日の9:00amから
4:30pmまでの便と、土日の全便に
有効です。

MOTAT 交通科学博物館

MOTATはニュージーランド最大の交通科学博物館です。40エーカーの
敷地内にはインタラクティブな展示が満載です。ニュージーランドを形
作ってきた技術の成果や立派な航空機などをじっくりとご覧ください。
始発 10.15am, 最終便 4.15pm

片道約12分。
フェリーは15～30分
おきに出発しています。
時刻表は www.fullers.co.nz を
ご覧ください。

割引特典

オークランド・エクスプローラーのパスを提示すると以下のアトラクションに割引価格で入場できます。さらに多くの割引が
利用できるコンボ・パスにアップグレードすることもできます！ 詳しくは運転手にお問い合わせください。
ヴァイアダクト・ハーバー付近：
- ニュージーランド海洋博物館
- オークランド・アドベンチャー・ジェット
- オークランド・アドベンチャー・ダック
- ディグリー・ガストロバー

スカイシティ付近：
- スカイ タワー
- スカイタワー・ギフトショップ
- スカイタワー・スカイウォーク
- スカイタワー・スカイジャンプ

- ケリー・タールトンズ水族館

- オークランド動物園

- オークランド博物館

- MOTAT

- イーデン・ガーデン

お役立ち情報

ご意見 ご感想

当日を最大限有効に楽しむには、1周乗車してからアトラクション
を選ぶよりも、行ってみたい場所で途中下車しながらコースを回
ることをおすすめします。

オークランド・エクスプローラー・バスの旅は
いかがでしたか。レビューや写真を投稿される際は
#aucklandexplorer でタグ付けをお願いいたします。

クルーズ船のお客様へ：プリンセス埠頭、クィーンズ埠頭に
お戻りの際は、1番の停留所で下車してください。
このパンフレットはお土産としてお持ち帰りいただけますが、
リサイクルをご希望の方は運転手にお渡しください。

#aucklandexplorer

