とりあえず準備号です！

一応英訳付です！

ジョンからのメッセージです〜。
1. 日本人のお客さま！私のツアーに参加してくださった
り、サポートしてくださったり、本当にありがとうござい
ました！これからよろしくお願いしもんで！

1) Thank you to my customers and others who have
participated or supported my tours! I hope to see or
hear from you again!

2. NO １ ツアー！世界の NO１検索エンジン Google を
日本語ツアーまたは オーストラリア・メルボルン日本
語ツアー キーワードを入力すると MR.JOHN TOUR が一番
最初（または TOP３の中）に出ます!

2) Mr John Tour is according to the worlds most popular
search engine Google, at top (or near top) ranking on
google.co.jp or google.com if keyword is ̀Nihongo
tour' or ̀melbourne tour/Australia nihongo tour̀.

3. いろいろな日本のガイドブックの中に推薦の言葉など
が書いてあります。 地球歩き方 オーストラリア
2004/2005,地球歩き方オーストラリア東海岸 2004/2005 、
トラベルストリー/シドニー・メルボルン、ワガママ歩き
方、など。

3) Recomemndation in these top selling Japanese guide
books Chikyu Aukikata Australia. Chikyu Arukikata
Australia Higashi Kaigan,Wagamama Arukikata,Travel
Story Sydney-Melbourne etc.

4. 最新の情報やお礼の手紙や写真を入れるため私の HP の
WHATS NEW ページをよくご覧になってください。なにか写
真やコメントがあれば是非私のほうに送ってください。私
の HP に載せます。
5. どうしてビクトリア・メルボルンに行くべきですか？
穏やかな気候に恵まれています。こちらの冬は鹿児島市よ
り暖かいそうです。
緑が多くて、メルボルンの市内と市内の近くが２３％公園
だそうです。メルボルンは世界で一番住みやすい街に選ば
れたそうです。

4) Please check my site www.mrjohntours.tour for
updates and feedback photos and letters from customers
under What's New! link..Please send in any photos etc
and I will place them on my web-site.
5) Why should we go to Victoria/Melbourne? Mild
climate...winter temperature warmer than Kagoshima
City and no typhoons!
Lots of greenery and parks...23% of inner Melbourne is
parks. Abundant variety of landscapes. stunning Ocean
Rd scenery, rainforests, wineries, ski slope Melbourne
has been voted several times most liveable city in
world.

6. どうして MR JOHN TOURS に参加するべきですか？
フレンドリースタッフが親切に案内します。柔軟性があり
ますからお客さまの要望に応じやすくなります。

6) Why Mr JOHN TOURS Friendly staff, good service,
flexibility. Same price all year around unlike hotels,
airlines, travel agents. We look after smaller groups
and care for each person. Let's enjoy the tour!

ホテルや航空会社や旅行社と違って一年中同じ値段でよい
ツアーをします。少人数制度で一人一人のお客さまを大事
にしています。よか！よか！楽しいツアーを！

7) Links to Japanese speakers/Mr JOHN associates
Ifgoing to Sydney

http://w w w .jacksan.com

7. 日本語を話せる友達のリンク
Ifgoing to cairns
シドニーに行くなら

http://w w w .jacksan.com

ケアンズに行くなら

http://w w w .m ightyaussie.com

頭を使うなら

http://w w w .b-sm art.net

Ifusing yourhead!

http://w w w .b-sm art.net

8) Mr John interview with best selling author on Japan
Boye de Mente..interview June 2002
Sorry no Japanese translation yet!

8. MR JOHN のインタビュー
日本に関するベストセーラ作家

http://w w w .m ightyaussie.com

Boye De Mente

(2002 年６月）日本語訳がありません

