第 17 号です！！
1.メリークリスマス！よいお年をお迎えくださ
い！
Ｍｒジョンツアーのサポーター＆お客様方々！
2008 年も色々お世話になりました。無事に 10 周
年を迎える事が出来、これからもより良いツアー
を提供していければと思います。来年もよろしく
お願いします。
素敵なクリスマス＆新年を！ヨ
カ！ヨカ！
2. ニューガイドです〜！
池田みゆき女史
27 歳、オーストラリア在住 4 年
趣味は音楽と旅行とか・・
頑張ってガイドしま〜す。
3.ニューアトラクション：
サウザン・スカイ・ウィール
メルボルンの新しいアトラクションです。巨大観覧車 12 月 9 日
オープンです！（→右写真）
なんと、高さが 120ｍ！世界で 3 番目に大きな観覧車！
Mr ジョンツアーのお客様には 10％割引券発行します！
http://www.thesouthernstar.com.au/
5.リアルト・タワー
南半球で一番たか〜いオフィスビルです。
MR.ジョンツアーのお客様には、最上階観覧への入場料が 55％デ
ィスカウント！通常 AU$14.50 のところを AU$7.00 で入場可能！
http://www.melbournedeck.com.au
5.Mr ジョン・ワイナリーツアー・
宅急便サービス
ヤラバレーでも屈指のワイナリー、
コールドストリームヒルとセント
ハーベストワイナリーで 1 ダース
購入された方には、20％のディス
カウントと、AU$130 で日本への宅
配便サービスが有ります。
この円高を利用して、高級オーストラリアワインをお試しあれ！
http://www.coldstreamhills.com.au
6. なごみアパート
メルボルンお薦め長期滞在型アパルトメントスタッフも全員日本
人で安心です。1 月 15 日までにご利用のお客様にフリー朝食券（一
食分）進呈！http://www.nagomi.com.au
7.全豪オープン開催！
1 月 19 日から 2 月 1 日まで全豪オープン開催です。
年始を飾る、豪州最大のス
ポーツイベント。是非、テ
ニス観戦の後はジョンツア
ーに参加を！
チケット購入サイト
http://www.australianopen.com/en̲AU/tickets/general.html
旅行予約エージェントサイト
http://www.ozpro.com
それでは皆さん。ヨカ！ヨカ！

第 17 号です！英訳で〜す！
1. Merry Xmas and Happy New Year
To my dear supporters and customers!
Thank you once again for all your help. It has been over 10
years of service to you all. I hope we can continue for many
more years to provide wonderful and interesting tours of
Melbourne and Victoria.
2. New Guide Miyuki Ikeda
27 years old
Lived in Australia for 4 years
Hobby is music and travel

3. New Attraction:
Southern Sky Wheel
The Southern Sky wheel
...due to open on Dec 19.
120m height...3rd biggest
observation wheel in the
world!
10% discount for Mr. John
customers.
http://www.thesouthernstar.com.au/

4. Rialto Tower
Largest office building in Southern
hemisphere!
Amazing 55% discount for Mr. John Tour
Only $7 (normally $14.50)
http://www.melbournedeck.com.au

5. Mr. Johns Takkyubin Winery Tour offer
Coldstream Hills and St Huberts Winery...
At Yarra Valley (Coldstream Hills and St Huberts) you can
buy 1 dozen bottles at 20% discount and send back to Japan
for only $130!
Take advantage of endaka and enjoy fantastic Aussie wine
in Japan!
http://www.coldstreamhills.com.au
6. Nagomi Apartment
Any Stay until Jan 15 will receive one free asagohanken
(breakfast ticket) 1 day only.

http://www.nagomi.com.au

7. Australian Open Jan 19 - Feb 1
Most popular sports event in Australia
Enjoy wonderful sport and take advantage of very strong
Japanese yen
For tickets
http://www.australianopen.com/en̲AU/tickets/general.html
For travel from Japan
http://www.ozpro.com
それでは皆さん。ヨカ！ヨカ！

