第 39 号です！！
1. 新しいガイドを紹介します！
TIM さん。３年間岐阜県在住。そのうえ日
系商社丸紅に勤めていました。タスマニア
の生まれのとてもフレンドリーな人柄で、
趣味は健康を維持することと穴場を探すこ
とだそうです！

2. オーストラリアン・ショップ
オーストラリアナ！歴史的なブロックアケ
ードの中にオーストラリア美術品や民芸品
などがそろっています。オーストラリア産
のお土産を買うなら是非お薦めします。
http://www.australianbydesign.com.au

3. 人気なレストラン
Small Victories (617 Rathdowne Street North Carlton)
http://www.smallvictoriescafe.com.au/
様々な賞をとった CAFÉ。市
内の近くとてもオシャレな
Nth Carlton に位置してい
ます.（昔、私の父がすぐ近
くに住んでいました！）

4. ソニーエクスペリア 2 タブレット・サービス
http://www.sony.jp/tablet/
約 10.1 インチの大画面で、世界最薄・最軽量タブレット。
Mr. John Tours で利用するとともに WIFI で撮った写真などを
Facebook と Web にアップロードできます。

5. ニューホテルオープン！
Wyndham on William
今年の８月・９月ごろ新しいホテルがオープニング予定。Mr. John
Tours で予約を安くてできます。今度お知らせします！
http://www.wyndham.com/

6. モーニングトン半島温泉
スパ・ツアー
ビクトリア観光賞を受賞して、
オーストラリアでは日本の温
泉に一番近いホットスプリン
グスリゾートです。３０ヵ所
以上お風呂が備え付けられて、
サウナやマッサージトリート
メントなどもあり、一年中喜んでご案内します！
http://www.peninsulahotsprings.com/home-page

第 39 号です！英訳で〜す！
1. New Guide
Tim has worked in Japan for three years in Gifu Ken and also in
Japanese companies including Marubeni. Originally from Tasmania
his hobbies are keeping fit. And finding good places to eat in
Melbourne!

2. Australian Shop
Fantastic shop in historic
Block Arcade featuring
only Australian made items
of wood. And glass and
local Aboriginal people.
Highly recommended!
http://www.australianbydesign.com.au

3. Restaurant/Café
Small Victories (617 Rathdowne Street North Carlton)
Award winning café with great breakfast, lunch and desserts.
Located in North Carlton. In a great area, close to CBD and where
my own father lived for a long time!
http://www.smallvictoriescafe.com.au/

4. New! Sony Experia 2 Tablet
http://www.sony.jp/tablet/
Great New tablet from Sony which I use on my tours for photos,
e-mail, Internet etc .Can upload guest photos via Google and
along with Wifi can be used on tour by guest.

5. Wyndham on William
(New Hotel opening in
August or September)
Bookings direct from Mr.
John Tours at great rates
and specials. Stay Tuned!
http://www.wyndham.com/

6. Mornington Peninsula Spa Tours
Winner of recent Victorian tourism Awards and best Japanese style
spa in Australia Tours including visit to spa and nearby wineries
and attractions of Mornington Peninsula offered by Mr. John all
year around!
http://www.peninsulahotsprings.com/home-page

7. New Direct Flight
Direct flight from Japan to
Melbourne 4 x a week. Pls. check
www.jetstar.co.jp for winter
special deals.

7. ジェットスターダイレクトフライト
成田からメルボルンまで週４回直行便が飛んでいます（大阪からキ
ャンズ経由２回）
http://www.jetstar.co.jp
それでは皆さん。ヨカ！ヨカ！
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