乗り降り自由 オークランド

エクスプローラー・バス
停車場所のご案内 (冬 2017)
両路線と
も 60 分ご
とに出発

車内で観光案内が行われている間は話し声はお控えください

レッドサークル路線
9

フィリップス コーナー / プリンセス 埠頭 （9 番）
ヴァイアダクト・ハーバーとプリンセス埠頭の入り口で停車します。クルーズの寄港地として人気の高ま
っているオークランド。大型客船に対応できる停泊所は２つあり、そのうちのひとつがプリンセス埠頭で
す。1929 年建造、
1990年代に再開発されて、現在はヒルトンホテルと多数のレストラン、オフィス、
マンションが並んでいます。
ヴァイアダクト・ハーバーとウィンヤード地区も人気のエリアです。ニュージーランドと海の歴史を紹介する
海洋博物館を訪れたり、豪華なヨットでハーバークルーズに出かけたり、
マリーナに並ぶ高級ヨットを眺め
たりしながら散策を楽しんでください。海に面した一流レストラン、バーも訪れる人々をおもてなししていま
す。
レッドサークル、出発時間 – 夏期（30 分毎）9am〜4pm（最終便 5pm 帰着）
冬期（1 時間毎）9am～4pm（5pm 終了）
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バスティオン・ポイントの見晴らし台 （1 番）
ワイテマタ湾とハウラキ湾のすばらしいパノラマを一望できる場所です。バスティオンとは砦のことで、戦
時中は砲床を置いて海上警備が行われていました。丘の上の庭園は、1930 年代に首相を務めた労働党の
伝説的政治家、
マイケル・ジョセフ・サベージの記念公園です。ミッション・ベイにつながる遊歩道がありま
すが、かなりの傾斜なので、バスの停車場所まで戻る際は時間に余裕を持たせておくとよいでしょう。もし
くは、ミッション・ベイから海沿いに沿ってさらに先へ進み、次の停車場所であるケリー・タールトンズ・シー
ライフ水族館の入り口付近まで歩くという方法もあります。天気のよい日であれば、まっすぐ歩いて 30 分程
度です。
レッドサークル、出発時間 –夏期（30 分毎）9:10am〜4:10pm
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冬期（1 時間毎）9.10am～4.10pm

ケリー・タールトンズ・シーライフ水族館 （2 番)
- 8 つのゾーンで海の世界に迫りましょう。
- 世界最大のペンギン観察エリア
- 体格の最も大きな種類のエイ
- サメの種類は全国最多
- スパイニー･シードラゴンを観察できる世界で唯一の水族館
- ニュージーランド初のクラゲコーナーを新設
- ケリー･タールトン氏と水族館のできるまで - クイズに答えながらお子様と楽しく遊べます
- 海の生き物は 80 種以上、ふれあいコーナーあり、300 万リットルを超える海水、毎日 4 トン以上を造雪
たっぷり 1～2 時間は楽しめます。出口は入り口と少し離れた場所になります。バスの停車場所は入り口側
ですので、慌てずに戻れるよう、数分程度の余裕をみておいてください。
レッドサークル、出発時間 – 夏期（30 分毎）9:15am〜4:15pm

特典割引
オークランド・エクスプ
ローラーの 1 日乗車券
を提示すると、以下の
割引の対象となります

オークランド博物館 (大人$25 子供$10 ファミリー$60)
一般入場 20% (パッケージで $40～)パッケージ各種 10%
海洋博物館 15% (入場$20)
イーデン・ガーデン 25% (大人 $8)
MOTAT 交通科学博物館 25% (大人$19 子供 $10)オークランド・ジェ
ット
ボート・ツアー$40 引き (大人$98)
オークランド・アドベンチャー・ダック $20 引き （大人＄68）

2016 年 10 月 1 日現在

冬期（1 時間毎）9:15am〜4:15pm

ケリー・タールトンズ水族館 15% (大人$39・シニア$30 子供$27)

スカイタワー 10% (トータルエクスペリエンス 大人$29)
スカイタワー・ギフトショップ 10%･･･トータルエクスペリエンス
で入場の方が$10 以上のお買い物をされた場合
スカイタワー・スカイウォーク 大人$20 引き (大人のみ $145)
スカイタワー・スカイジャンプ 大人$30 引き (大人のみ $225)
オークランド動物園 10％ (大人$28 子供 $12)
Degree ディグリー・ガストロバー 9 番停留所近く 10%引き
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パーネル・ローズガーデン（3 番）
新旧さまざまな品種を集めたバラ園です。国際的にも知名度の高い育種家が開発したものもたくさんあり
ます。見頃は 10 月から 4 月くらいまで。
（夏期におすすめ）
レッドサークル、出発時間 – 夏期（30 分毎）9:20am〜4:20pm
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ホーリー・トリニティ教会（4 番）
隣接するセントメアリー教会と同様、一般に公開されています。礼拝や聖歌隊の活動のほか、音楽や芸術、
文化関連のイベントにも使われています。2008 年にはエベレスト初登頂を達成したエドモンド･ヒラリー卿
の国葬がここで行われました。
レッドサークル、出発時間 – 夏期（30 分毎）9:25am〜4:25pm
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Interchange stop
Change buses here to
switch between Red and
Blue Circles.
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冬期（1 時間毎）9:20am〜4:20pm

冬期（1 時間毎）9:25am〜4:25pm

オークランド博物館（5 番）
オークランドを訪れたならぜひ見ておきたい博物館です。3 階建ての立派な建物には、ニュージーランドの
ユニークな自然と、国家誕生から戦争による損失と苦悩を乗り越えてきた歴史、貴重なマオリとポリネシア
の宝物が詰まっています。11 時、正午、午後 1 時 30 分の 1 日 3 回、
マオリのカルチャーショーで先住民の生
きた文化に触
れることもできます。
（夏の繁忙期には 2 時 30 分のショーも開催されます。）博物館入り口付近のカフェ、
ショップ、お手洗いなどの施設は、博物館を見学せずにブルーサークル路線のバスに乗り継ぐ方にもおご利
用いただけま す。近くの温室「ウィンターガーデン」
（入場無料）と鴨の池、天然の泉も一見の価値がありま
す。
レッドサークル、出発時間 – 夏期（30 分毎）9:30am〜4:30pm

冬期（1 時間毎）9:30am〜4:30pm

パーネル・ビレッジ（6 番）
ニュージーランドでも特に古くからある住宅街。通りには、ギャラリーやカフェ、レストランなど、お洒落な
店が並ん でいます。
レッドサークル、出発時間 – 夏期（30 分毎）9:35am〜4:35pm
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シビック・シアター（7 番）
オークランド中心部の目抜き通り、クィーンストリートの真ん中あたり。すぐそばの交差点を斜めに渡り、坂
を少し登るとオークランド美術館とアルバート・パークがあります。美術館は全国最大規模で、国内外の
15,000 点にのぼる芸術作品を収蔵しています。
レッドサークル、出発時間 – 夏期（30 分毎）9:40am〜4:40pm
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冬期（1 時間毎）9:35am〜4:35pm

冬期（1 時間毎）9:40am〜4:40pm

スカイシティ・スカイタワー（8 番）
高さ 328m のスカイタワーは、全国で最も高い建造物です。展望台からは最大で 80km 先まで、360 度の
眺めを見渡すことができます。エレベーターの正面はガラス張りになっていて、上昇中も外が見えます。もっ
とスリルを味わいたいという方には、地上 192m にある手すりのない屋外展望台を歩くスカイウォークや、
タワーから飛び降りるスカイジャンプがお勧めです。スカイシティ内も、カジノや 2 軒のホテル、25 軒以上
のレストラン、カフェ、バーなど、楽しみな場所がいっぱいです。
レッドサークル、出発時間 – 夏期（30 分毎）9:45am〜4:45pm

冬期（1 時間毎）9:45am〜4:45pm

ブルーサークル路線
オークランド博物館前で 30 分ごとにレッドサークル路線に接続できますオークランド博物館前より出発 (
夏期) 5
9:30am, 10.00am, 10:30am, 11am, 11:30am, 12pm, 12:30pm, 1pm, 1:30pm, 2pm, 2:30pm, 3pm,
3:30pm
(ブルーサークル最終便は博物館前に 4:30pm に到着し、中心街行きのレッドサークル最終便に接続しま
す）
（冬期 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 最終便は博物館前 4:30 に到着し、レッドサークル最終便
に接続）
ウィンター・ガーデン（I 番） オークランド博物館のすぐ近くにあります。鴨の池、天然の泉、カフェに隣接。
無料で楽しめるおすすめスポットです。博物館帰着後に徒歩で行ってもよいでしょう。
ブルーサークル 9:35am〜4:35pm の間、30 分ごとに運行 (冬期は 9:35〜4:35 の間、1 時間ごと)

A

ウィンター・ガーデン（A 番）

オークランド博物館のすぐ近くにあります。鴨の池、天然の泉、カフェに隣接。無料で楽しめるおすすめス
ポットです。博物館帰着後に徒歩で行ってもよいでしょう。
ブルーサークル 9:35am〜3:35pm の間、30 分ごとに運行 (冬期は 9:35〜3:35 の間、1 時間ごと)
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イーデン･ガーデン（B 番）

オークランドの秘密の花園とも言われる美しいガーデンです。もとはスコリアの採石が行われていた場所
でしたが、1964 年、あるボランティアグループが後に残された大きな穴に着目し、念入りに手を入れて楽
園のような庭を造り上げました。南半球で最大のツバキのコレクションがあります。カフェも併設。
ブルーサークル 9:45am〜3:45pm の間、30 分ごとに運行 (冬期は 9:45〜3:45 の間、1 時間ごと)
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マウント・イーデン（C 番）

） オークランドの背景に必ず見える山。マオリ語でマウンガファウとも呼ばれています。オークランドの至
る所に火山丘がありますが、離島を除くと市内で最も高いのがマウント・イーデンです。頂上か
らは市街地とワイテマタ湾のすばらしい展望が楽しめます。現在は大型車の登山道通行が禁止されてい
るため、頂上へ行くには、バスが発着するインフォメーションセンターから約 300m の遊歩道を歩くこと
になります。日差しや雨風をさえぎるシェルターはありません。頂上まで上るには、ある程度の体力が必要
です。
ブルーサークル 9:50am〜3:50pm の間、30 分ごとに運行 (冬期は 9:50〜3:50 の間、1 時間ごと)
イーデン・パーク（通過） –） 最大 6 万人収容できるニュージーランド最大のスタジアム、イーデン・パー
クは、1950 年のエンパイア・ゲーム、1987 年と 2011 年のラグビー・ワールドカップ、1992 年のクリケット・
ワールドカップなど、過去 100 年以上もの間、輝かしいスポーツシーンの舞台となってきました。

D

セントルークス・ショッピングセンター（D 番）
オークランド近郊で最大級のショッピングモール。

E

ブルーサークル 10:00am〜4:00pm の間、30 分ごとに運行 (冬期は 10am〜4pm の間、1 時間ごと)

オークランド動物園（E 番）

17ha の広々とした緑豊かな動物園です。ニュージーランドで最大規模。キーウィを見ることもできます。
ブルーサークル 10:10am〜4:10pm の間、30 分ごとに運行 (冬期は 10:10〜4:10 の間、1 時間ごと)
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MOTAT 交通科学博物館（F 番）
（リクエストがなければ通過)

MOTAT はニュージーランド最大の交通科学博物館です。40 エーカーもの敷地にインタラクティブな展示
を多数設置し、国の歴史とともに歩んできたテクノロジーの数々を紹介しています。リクエストがなければ
通過しますので、ここで降りたい方は予め運転手にお知らせください。
ブルーサークル 10:15am〜4:15pm の間、30 分ごとに運行 (冬期は 10:15〜4:15 の間、1 時間ごと)

当バスの上手な活用法 - 最初に一周してから降りたい場所を決めるより、気になるアトラクションが あったらその場で下車観光される
ことをお勧めします | 両路線とも 30 分ごとに出発（冬期は 60 分ごと） | このご案内書はご自由にお持ち帰りいただけますが、ご
使用後不要な場合は運転手にお渡しください。こちらでリサイクルさせていただきます。 ご協力ありがとうございます。

