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キュランダ高原列車

Take a unique journey through 
Ancient World Heritage-Listed

世界遺産に登録された、最古の熱帯雨林を巡る 
ユニークな旅



時刻表
列車は片道約2時間をかけて、ゆったりとしたペースで進みます。途中、バロンフォールズ駅で10分ほど停車しますので、ご休憩の間に壮大なバロン
滝周辺の景観をお楽しみいただけます。キュランダ高原列車は、メンテナンス予定日とクリスマスを除き毎日運行しております。

オーストラリアを象徴する鉄道の旅、キュランダ高原列車は、世界
遺産に登録されたバロン渓谷国立公園の熱帯雨林をくぐり抜け、
古風な趣きを備えた山村キュランダへと誘います。

列車は、手作業で開通した15本のトンネルおよび55本の橋を通
過し、途中にはそびえるような滝、深い峡谷など、息をのむほどに
美しい景観が広がります。また車内では、周辺地域の驚くような
歴史や動植物、観光名所などについてのオーディオによる解説を
お楽しみいただくことができます。

世界遺産に登録されたこの鉄道は、1891年の開通から今日ま
で、時を超えて建設技術の偉業として称されています。過酷な	

古代より続く、壮麗な熱帯雨林を巡る旅へ
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キュランダ駅行 キュランダ駅発
ケアンズ駅（発） 8.30am 9.30am キュランダ駅（発） 2.00pm 3.30pm

フレッシュウォーター駅（発） 8.55am 9.55am フレッシュウォーター駅（発） 3.32pm 5.02pm

キュランダ駅（着） 10.25am 11.25am ケアンズ駅（着） 3.55pm 5.25pm

ヘリテージクラス ゴールドクラス

環境の中、1500人にのぼる男たちが自らの手とシャベル、ダイナ
マイトのみを頼りに山岳地帯を切り開き、33㎞に及ぶ鉄道を建設
したのです。

歴史的なキュランダ高原列車を率いる1720型の機関車は、「ブ
ダ・ジ（Buda-dji）」の色彩で彩られています。キュランダ高原列
車には、午前中はケアンズ駅またはフレッシュウォーター駅から、
午後はキュランダ駅からご乗車いただけます。また、さまざまなア
クティビティを揃えた日帰りツアーと組み合わせてご利用いただ
くこともできます。この有名な鉄道の旅は、ヘリテージクラスまた
はゴールドクラスよりお選びいただけます。

天候または保線工事のため、運行時刻が変更される場合があります。



キュランダ高原列車の旅にさまざまなアクティビティを組み合わせた「キュランダ・エクスペリエンス」のパッケージ・ツアーで、活気に満ちた「熱帯雨林
の村」キュランダを発見する旅に出かけましょう。マーケットやアートギャラリー、お店の数々を巡った後は、カフェやレストランで優雅なひとときをお楽
しみいただくこともできます。またキュランダ村には、オーストラリアならではの野生生物を間近で観察できる施設や、地元の先住民文化を体験できる
アトラクションも豊富に揃っています。さらにスカイレール・レインフォレスト・ケーブルウェイで、壮麗な熱帯雨林の景観を上空からご満喫ください。

 ヘリテージクラス 大人１人 小人１人 ファミリー
 ケアンズ駅発 $119.00 $59.50 $297.50
 フレッシュウォーター駅発 $117.00 $58.50 $292.50

キュランダ・クラシック・エクスペリエンス
キュランダ高原列車 • スカイレールレインフォレストケーブルウェイ

クイーンズランド州最北部の２大観光名所をご体験いただけるパッケージ・ツアーです。まず歴史的なキュラン
ダ高原列車で「熱帯雨林の村」キュランダを訪ねます。到着後は地元のマーケットやアートギャラリー、観光ア
トラクションの数々をごゆっくりお楽しみいただけます。その後はスカイレール・レインフォレスト・ケーブルウェ
イで、世界遺産に登録された熱帯雨林を上空から眺めながら古来の生態系について学ぶことができます。

パッケージの主な内容：
•	 キュランダ高原列車によるキュランダへの旅
•	 キュランダ村の散策
•	 スカイレール・レインフォレスト・ケーブルウェイに乗車（12:30pm、1:30pm、2:30pm、3:45pm発）
•	 スカイレール・レインフォレスト・ケーブルウェイのスミスフィールド駅からバス（2:00pm、3:00pm、	

4:00pm、5:20pm発）でケアンズ駅またはフレッシュウォーター駅またはケアンズもしくはケアンズの	
ビーチ（ホロウェイズビーチ、メイチャンズビーチ、ヨーキーズノブを除く）にある宿泊施設まで移動

「キュランダ・エクスペリエンス」パッケージ・ツアー

 ゴールドクラスにアップグレード 大人１人 小人１人 ファミリー
フレッシュウォーター駅発（追加料金） $49.00 $49.00 $196.00

 ヘリテージクラス 大人１人 小人１人 ファミリー
 ケアンズ駅発 $170.00 $85.00 $425.00
 フレッシュウォーター駅発 $168.00 $84.00 $420.00

キュランダ・ワイルドライフ・エクスペリエンス
キュランダ高原列車 • コアラガーデン • オーストラリアンバタフライサンクチュアリー  
• バードワールド • スカイレールレインフォレストケーブルウェイ

数多くの受賞歴を誇るキュランダ高原列車とスカイレール・レインフォレスト・ケーブルウェイでキュランダ
最高の野生生物の観光名所3か所を訪ねましょう。驚くような鳥飼育施設のバードワールド、1500種類以
上の熱帯蝶が飛び交っているオーストラリアン・バタフライ・サンクチュアリーを探索しましょう。キュラン
ダ・コアラガーデンではオーストラリア独特の野生生物を間近で観察することができます。

パッケージの主な内容：
•	 キュランダ高原列車によるキュランダへの旅
•	 バードワールド、オーストラリアン・バタフライ・サンクチュアリー、コアラガーデンへの入園
•	 キュランダ村の散策
•	 スカイレール・レインフォレスト・ケーブルウェイに乗車（2.30pmまたは3.45pm発）
•	 スカイレール・レインフォレスト・ケーブルウェイのスミスフィールド駅からバス（4:00pmまたは

5:20pm発）でケアンズ駅またはフレッシュウォーター駅またはケアンズもしくはケアンズのビーチ	
(ホロウェイズビーチ、メイチャンズビーチ、ヨーキーズノブを除く)	にある宿泊施設まで移動

 ゴールドクラスにアップグレード 大人１人 小人１人 ファミリー
フレッシュウォーター駅発（追加料金） $49.00 $49.00 $196.00



 ヘリテージクラス 大人１人 小人１人 ファミリー
 ケアンズ駅発 $181.00 $101.50 $463.50
 フレッシュウォーター駅発 $179.00 $100.50 $458.50

キュランダ・ドリームタイム・エクスペリエンス
キュランダ高原列車 • スカイレールレインフォレストケーブルウェイ  
• ジャプカイアボリジニ文化公園

豊かな歴史を誇るキュランダ高原列車でバロン渓谷沿いに「熱帯雨林の村」キュランダまで、有名なブダ・ジ	
(Buda-dji)	 の伝説、ドリームタイムの道を辿りましょう。またスカイレール・レインフォレスト・ケーブルウェ
イで、上空から熱帯雨林を眺めながらドリームタイムについて学びましょう。

パッケージの主な内容：
•	 キュランダ高原列車によるキュランダへの旅
•	 キュランダ村の散策
•	 スカイレール・レインフォレスト・ケーブルウェイに乗車（12:30pm発）
•	 ジャプカイ・アボリジニ文化体験（2.00pmより）
•	 スカイレール・レインフォレスト・ケーブルウェイのスミスフィールド駅からバス（5:20pm発）でケアン

ズ駅またはフレッシュウォーター駅またはケアンズもしくはケアンズのビーチ（ホロウェイズビーチ、メイ
チャンズビーチ、ヨーキーズノブを除く）にある宿泊施設まで移動

 ヘリテージクラス 大人１人 小人１人 ファミリー
 ケアンズ駅発 $184.00 $92.00 $460.00
 フレッシュウォーター駅発 $182.00 $91.00 $455.00

キュランダ・レインフォレスト・エクスペリエンス
キュランダ高原列車 • レインフォレステーション • スカイレールレインフォレストケーブルウェイ

キュランダ高原列車で世界遺産に登録された熱帯雨林をくぐりぬける旅に出かけましょう。レインフォレス	
テーション自然公園までバスで移動する前にキュランダ村を探索しましょう。アーミーダックツアーを楽し
み、アボリジニ文化やオーストラリアの野生生物を体験しましょう。スカイレール・レインフォレスト・ケーブ
ルウェイで熱帯雨林を林冠の上から眺めてケアンズへ戻りましょう。

パッケージの主な内容：
•	 キュランダ高原列車によるキュランダへの旅
•	 オーストラリアンバタフライサンクチュアリーに集合	(12.15pm)。バスでレインフォレステーションに	

移動
•	 パマギリ	(Pamagirri)	アボリジニ文化体験、アーミーダックツアー、コアラとワイルドライフパークを

含むレインフォレステーションへの入場	(12.30pm)。シャトルバスでキュランダへ戻る	(3.30pm)
•	 スカイレール・レインフォレスト・ケーブルウェイに乗車（3.45pm発）	
•	 スカイレール・レインフォレスト・ケーブルウェイのスミスフィールド駅からバス（5:20pm発）でケア	

ンズ駅またはフレッシュウォーター駅またはケアンズもしくはケアンズのビーチ（ホロウェイズビーチ、	
メイチャンズビーチ、ヨーキーズノブを除く）にある宿泊施設まで移動

 ゴールドクラスにアップグレード 大人１人 小人１人 ファミリー
フレッシュウォーター駅発（追加料金） $49.00 $49.00 $196.00

 ゴールドクラスにアップグレード 大人１人 小人１人 ファミリー
フレッシュウォーター駅発（追加料金） $49.00 $49.00 $196.00



キュランダ高原列車の体験
改装されたオリジナルの赤い木製の伝統的な車両で、古風な雰囲気を味わいながらゆったりと風光明媚な鉄道の旅を体験しましょう。世界遺産に登
録された熱帯雨林を進みながら、すばらしい景色や写真撮影に最適な数多くの機会をお楽しみください。ヘリテージクラスまたはゴールドクラスから
お選びになり、有名な鉄道の旅を発見してください。また鉄道の旅とキュランダ体験のパッケージで、キュランダの観光名所の数々をご満喫いただく
こともできます。

旅行に役立つ情報
車椅子のご利用
ケアンズ駅、フレッシュウォーター駅、キュランダ駅で車椅子での車両への容易なアクセスが利用可能です。さらなる詳細は、当社のウェブサイトを
ご覧ください。またご予約の際には予約係にお尋ねください。
ベビーカー
折りたたみ式のベビーカーは、たたんだ時の高さが25㎝未満の場合、ヘリテージクラスの座席の下に保管できます。高さがそれ以上の場合には、	
当日の空席状況によりスタッフが判断します。さらなる情報は当社のウェブサイトをご覧ください。
キュランダ駅ティールーム（喫茶室）
キュランダ駅のティールームへお立ち寄りください。キュランダでは新鮮なマンゴーのスムージーや伝統的なデボンシャー・ティーをお召し上がり	
いただけます。またはご出発前に、フレッシュウォーター駅のカフェで豊富なセレクションをお楽しみいただくこともできます。
ギフトショップ
フレッシュウォーター駅、キュランダ駅にはギフトショップがあり、キュランダ高原列車ならではのおみやげ品を取り揃えています。	
KSR解説アプリ
キュランダ高原列車の解説アプリをダウンロードしましょう。英語、日本語、中国語、ドイツ語でご利用いただけます。ケアンズ駅、フレッシュウォー
ター駅、キュランダ駅では無料でWiFiをご利用いただけます。

ヘリテージクラス ゴールドクラス

運賃 片道 往復
大人 $50.00 $76.00
小人（4歳から14歳まで） $25.00 $38.00
ファミリー（大人2人＋小人2人） $125.00 $190.00

ヘリテージクラスの体験
オリジナルのキュランダ高原列車のヘリテージ車両は、本物の
木造車両で、中には100年にもなる車両があり、古風な魅力を
提供しています。

ヘリテージクラスの旅には以下が含まれます 
9か国の言語によるスーベニア旅行ガイド、オーディオ解説、	
バロン滝展望台での憩いのひととき、各車両に飲み水の設備を
設置

ゴールドクラスの体験
キュランダ高原列車の豪華なゴールドクラスの旅に出かけま	
しょう。伝統的な遺産の車両は手製のビクトリア朝の装飾が施さ
れ、クラブラウンジ式の座席、個人向けサービス、より快適でよ
り贅沢感を味わえる、思い出深い体験となります。

ゴールドクラスの旅には以下が含まれます
ウェルカムドリンク^、専属のゴールドクラスの案内係、地元の食材
を用いたおつまみとお飲み物、スーベニア旅行ガイド、ギフトパッ
ク、キュランダ駅における遺産登録されたシグナルキャビンの限定
ツアー（午前のゴールドクラスのみ）、オーディオ解説
^ウェルカムドリンクは、フレッシュウォーター駅のみ

運賃 片道 往復
大人 $99.00 $174.00
小人（4歳から14歳まで） $74.00 $136.00
ファミリー（大人2人＋小人2人） $321.00 $582.00



旅行代理店：

オーストラリアのユニークな鉄道の旅で 
何百万年もの遥かな昔から続く、世界遺産に登録された 
熱帯雨林の鮮やかな色彩と自然美を発見してください。

キュランダ高原列車の体験を 
予約しましょう：
Tel (オーストラリア国内): 1800 577 245
Tel (海外から): +61 7 3235 7245
E-mail: ksrres@qr.com.au

ケアンズ駅 - Bunda Street  
フレッシュウォーター駅 - Kamerunga Road 
キュランダ駅 - Coondoo Street

すべての駅に無料駐車場があります。
ケアンズ駅に駐車する場合は、到着前に駐車券を有効にしておく必要があります。

1800 577 245   |   ksr.com.au

Instagram 
@queenslandrailtravel フォロー＆いいね

tripadvisor.com.au
口コミをご投稿ください

Facebook  
@KurandaScenicRailway いいね！

驚くべき歴史の発見
1882年、クイーンズランド州北部では長期にわたる雨季が人々を苦しめていました。ハーバートン村に近いワイルドリバーの	
スズ炭坑作業員たちは、食料品の供給を受けることができず飢饉に瀕していました。ポートダグラスから内陸部へ続く道は	
ぬかるみ、通行が不可能になっていたのです。このためハーバートン村の入植者たちは怒りの声を上げ、海岸部までの鉄道を	

求めて運動を開始しました。こうして1886年から1891年にかけて建設された鉄道は、今もなお建設技術の偉業とされています。	
この鉄道路線は、工事中に命を落とした熱帯クイーンズランド州北部の先駆者たちを称える記念碑でもあります。

*適用条件：2020年4月1日から2021年3月31日まで有効。保全修理のための休業日が適用される場合があります。最新の運行スケジュールについては、ウェブサイト	 “ksr.com.au”	 をご参照ください。表示料金は一人当たりのものです。
すべての運賃は予約時の空き状況を条件としています。列車出発時刻から24時間以内のキャンセルについて返金はいたしかねますので、予めご了承ください。オーストラリアの州・準州・特別地域が発行する年金受給者割引カードまたは
シニアカードの保有者にはコンセッション割引が適用されます。その他の割引については、最寄りの旅行代理店までお問い合わせください。4歳から14歳までの小児には小人料金が適用されます。4歳未満の幼児は無料です。大人2人と
小人（4歳〜14歳の小児）2人の家族にはファミリー料金が適用されます。復路でバスの移動をご希望の場合は、料金を前もってお支払いいただく必要があります。
Queensland	Rail	Limited	ABN	71	132	181	090	 QRT4014.3


