第 8 号です！やっぱり遅れました・・

第 8 号です！英訳で〜す！

1. お客様またお世話になっている方々へ
お客様またお世話になっている方々へ
冬（日本では夏）になって、日が寒くて、夜もっと寒くて・・
お体を大事に！・・ヨカ！ヨカ！

1.

2 .Ｍ ｒ ジ ョ ン ツ アー の
N e w スタッフ！
新しいガイド！ 新顔！ ジェ
ッフ スチィール（横浜１年間
滞在）大学でエコツーリズム（生
態系保護観光）を学んで、オー
ストラリアの美しい大自然が大
好き！これからガイドの仕事を
楽しみにしているそうです。

2. New guide ! New Face!
Geoff Steele (Yokahama 1 year stay)
Geoff is looking forward to seeing you all. He loves
beautiful Australian nature and has university degree in
Eco-tourism. (Photo: Left)

3. Dominique Portet Winery！
ワイナリーツアーに新ラインナップです。Dominique Portet
Winery！
なんとフランスで 13 世代に渡ってワインメーカーをしてい
たドミニク一族の、ミスタードミニクのワイナリー！是非
ともジョンツアーで行きましょう！(写真：右)
4 . ジョンツアーの New フェイス
ウォンバットのヨーヨーと、
コアラのカルムです。ペンギ
ンツアーの途中立ち寄る Wild
Life Park（小さな自然動物園）
で皆さんをお待ちしています。
ヨーヨーを抱っこして記念写
真も撮れる場合もあります。
ヨーヨーは男の子で大きな
玉々を披露させながら、いつ
も皆さんに抱っこされていま
す。
(写真上：コアラのカルム・写真右・ウォンバットのヨーヨー)
5. 今月のお薦めカフェ St Ali Café
お−なー MARK さんが本当のコー
ヒー専門家です。自分でいろいろ
な国から豆を直接輸入して、ロー
スタで豆を炒る。日本人のスタッ
フが働いていて、コーヒーはめち
ゃめちゃヨカ！ヨカうまいぞ！
6 . 格安航空券情報
航空券のみを購入の場合、メルボルンまで 54000 円から！
<http://www.tour.ne.jp> 国際航空券 と メルボルン を
くりっくしてください
その後ご予約お待ちしています！
航空券のみをご購入の場合は、日本−オーストラリア往復
航空券に加えて最大３区間まで豪国内線をご利用いただけ
ます。<http://www.qantas.co.jp/>
7 .お し ら せ
「Mr. JOHN ザ・穴場」や他の記事などが毎月 DENGON NET（地
元の日本語情報誌）に掲載しています。
http://www.dengon.com.au/をご覧になってください！
それでは皆さん。楽しく！陽気に！前向きに！気を付け
て！ ヨカ！ヨカ！

To Customers and Supporters
Thank you again for your support
Now it is mid winter (In Japan Summer) greeting
Cold days, Colder nights, Keep warm! Keep Cool! Yoka! Yoka!

3. New WINERY: Dominique Portet Yarra Valley Winery Tour
Dominique Portet Winery (new winery in Yarra valley)
Dominique is Frenchman with over 30yrs experience in wine
industry and his
family has 13
generations of
winemakers He has
excellent reputation
and his wine is served
on Qantas first class
seat! Now you can
enjoy his wine on Mr.
John Tour.
4. Welcome Kallum The Koala
and Yoyo The Wombat!
Welcome Kallum The Koala and
Yoyo The Wombat!
You can see both these animals
at Wildlife Wonderland on way
to Penguin Parade. Kallum is
very friendly and cute and
usually you can take picture
like this one.
There are also many other
interesting Australian
animals to see and feed.
<http://www.wildlifewonderland.com>
5. Coffee of the Month
St. Ali Cafe. South Melbourne Owner
Marksan is a real coffee expert who
imports and roasts his own coffee. He
also has Japanese staff working for
him. Highly recommended! When you
come to Melbourne.
Let Mr. John introduce you to the
world of wonderful Melbourne coffee
6. To Melbourne from Y54000!
Discount air-tickets at www.tour.ne.jp...Follow
<http://www.tour.ne.jp...Follow> link from kokusai
koukuuken and Melbourne.
Also air-pass can be bought from Qantas, if going to another
destination when using Qanatas from Japan and in Australia.
<http://www.qantas.co.jp>
7.P.S
Every month Mr. John writes article about Melbourne cafe/
restaurant for Japanese magazine Dengon net
www.dengon.com.au <http://www.dengon.com.au>

