
 

 

 ニュージーランドであらゆる上質な物を熟知したオーナー達に

よって運営される宿泊施設のセレクション。 最上級のおもてな

しをお楽しみ下さい。  

 

 

 

www.heritageinns.co.nz 



 

心からの暖かいおもてなし  

ヘリテ―ジ（遺産）＆キャラクター （特徴） ニュージーランド.ポートフォリオとは、ロッ

ジ、ベッド＆ブレックファースト、ホテル、歴史あるヴィラと、田舎のコテージからなる

ニュージーランドの最高級ブティックコレクションです。  

ニュージーランド内で個人経営している、わたくしどもの宿泊施設は、豪華な客室や素晴らし

い朝食、心からの暖かいおもてなしで良い評価を受けています。お客様の旅行プランのお手伝

い、また世界レベルのワインやお食事についても、深い知識を持ったホストがご紹介いたしま

す。  

 

宿泊料金  

全ての料金は１室２名様、朝食及び税込みとなっております。  

料金は季節などにより変更になる場合がございますので、予約時にご確認下さい。 

お一人様、３名様、又は４名様でご利用可能の施設もありますので、お問い合わせ下さい。  

全ての施設にキャンセル料に関する規定があります。  

 

 

 

クオールマーク（評価付） 

ほとんどの施設はクオールマークによって評価されています。また多くの施設が、地域の景観

に責任を持ち強化したとされる証を受賞しています。  

 

 

宿泊施設をニュージーランドの５つの地域に分けています。  

Upper North Island /北島 北部, Central & Lower North Island / 北島 中部＆南部 ,  

Upper South Island /南島 北部, Central South Island /南島 中部, Lower South Island /南島 南部  

ニュージーランド地図の後に各施設のご紹介。 そして各施設名の横にそれぞれの地域を表示し

ています。  
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Bed of Roses kerikeri Bay of Islands - Upper North Island  

ベッドオブロージズ ケリケリ ｰ 北島 北部  

C'Est Tres Bon. セ トレ ボン  

アーネスト.ドーソンは「酒（ワイン）とバラの日々は長くは続かない」と書いています。

ベッドオブロージズは酒とバラの日々が続く場所。日の暮れる頃にバラを眺めながらおい

しいワインを片手に、ゆったりとリラックスしていただきたい場所なのです。オールドス

トーンストアを見下ろすケリケリの丘にある素晴らしいベッド＆ブレックファースト、

ベッドオブロージズにようこそ。ベッドオブロージズは庭園、客室、パーティ/ダイニング

ルームにフランスの雰囲気を取り入れています。全ての客室は美しく、ベッドは上質のリ

ネンが使われ、フランス風に装飾されています。時折朝食時にマルセイユ（フランス国

歌）が流れる高台にある家に、庭園からラベンダーの香りが漂います。  

ベッドオブロージズは朝食から装飾まで、全てが豪華。庭園と花の香りが快適な場所を作

り出しています。  

宿泊料金：NZ$350-NZ$595 １室２名様、１泊、

朝食及び税込み。  

ホスト：クリフ＆ルイーザ ホブソン-コリー  

住所 ： 165 Kerikeri Road, Kerikeri, Bay of Is-

lands 0230  

電話 ： +64-9-407-4666  

Fax ： +64-3-474-5551  

E-mail ： bedofroses@xtra.co.nz  

ウェブサイト： www.bedofroses.co.nz  



Villa Toscana Whitianga - Upper Northe Island  

ヴィラ トスカーナ フィティアンガ ｰ 北島北部  

プライバシー重視、美しい眺め、そして、最高にロマンティックで、贅沢で、閑静な環境での本物の

トスカーナスタイル。  

フィティアンガから車で8分丘を登った場所にある、原生林に囲まれたヴィラトスカーナからは歴史あ

るマーキュリー湾とその島々が一望出来ます。  

一組様のみにご利用いただきますので、特別な機会に、ロマンティックな記念日に、結婚式そして新

婚旅行にも理想的な、静かで落着ける宿泊施設です。  

このヴィラは1998年に建てられ、プライベートデッキ、庭、バーベキュー、屋外スパ、ヘリポートを

備えたアパートメント（100㎡）が隣接しています。アンティーク家具、絵画、カララ大理石と御影石

で飾られたオープンキッチン、ラウンジ、キングサイズベッドの２寝室とバスルーム。タイル張りの

床暖房。 

プライベートセラーに貯 

宿泊料金：フルサービス（アラカルトの朝食をプライベートな客室でキャン

ドルと共に毎日ご提供） 

：１室２名様 NZ$580（閑散期） 又はNZ $850（繁忙期） ：お一人様追加毎 

NZ$150  

セルフサービス  

（ 毎日のサービスはありませんが、ご到着時、朝食に必要な食材をお渡しい

たします。）  

：１室２名様 NZ$390 （閑散期） 又はNZ$580（繁忙期：１２月１日ー３月

３１日）： 

お一人様追加毎 NZ$100 （１室４名様まで） 

１室２名様、１泊、朝食及び税込み。  

ホスト：ジョルジョ＆マルゲリータ アレマーノ 住所 ： 65 Tarapatiki Drive - 

Whitianga 3510  

電話 ：+64-7-866-2293 Fax ： +64-7-866-2269 E-mail ： gior-

gio@villatoscana.co.nz      ウェブサイト： www.villatoscana.co.nz  



Breckenridge Napier, Hastings Upper North Island  

ブレッケンリッジ ネイピア ヘイスティングス ー 北島 北部  

暖かいニュージーランド式のおもてなし、静かな場所とグルメな食事＆ワインを特にお楽しみに

なりたい方には、ぜひ訪れていただきたい施設です。  

有名なシェフでもあるホスト、マルコム.レドモンドが、よく晴れたホークスベイの美しい渓谷

にある、本当にリラックスして楽しめるこの贅沢なロッジでお迎えします。  

彼のオーガニック庭園から採れる新鮮で良質な季節の野菜と、地元の市場から厳選して仕入れた

食材のみで作る最高の料理、そしてホークスベイや他のニュージーランド産の特別なリザーブワ

インをぜひ味わってみてください。それは忘れられない経験となるでしょう。  

ロッジはネイピア、ヘイスティングス、タラデール、またネイピア空港からも車で数分の便利な

場所にあります。空調設備が整ったオンスイートの全客室から、ぶどう園や広々とした田園風景

が見渡せます。  

宿泊料金 : NZ$800 １室２名様、１泊、食前酒、夕食、朝

食、及び税込み。  

ホスト : マルコム レドモンド  

住所 : Breckenridge Lodge, 1 Breckenridge Lane, RD3 Napier 

4183, Hawkes Bay  

電話 : +64-6844-9411  

FAX : +64-6844-9410  

E-mail: indulge@breckenridgelodge.co.nz  

ウェブサイト: www.breckenridge.co.nz  



Endsleigh Cottages Havelock North – Central & Lower North Island  

エンズリーコテージ ハブロックノース － 北島 中部 ＆ 南部  

ここにある3つのコテージは、村の集落から1.6ｋｍほど丘を登った場所にあり、その庭園は広範

囲に及びます。1914年、最初の本館建設時にこの庭園も造られ、それ以後も長年に渡って広げら

れ、現在は3つのコテージの周りにまで広がっています。  

スモール コテージ  

このコテージは、魅力的なダブルベッドルーム、エレガントな昔風のバスルーム、そして広いベ

ランダがあり、癒される古い木々と植物に囲まれています。新婚旅行にも特に人気があります。  

ミドル コテージ  

真ん中のコテージは1920年代の家を復元しており、フレンチドアからベランダに出ると、谷間と

山裾に広がる平野が一望出来ます。広々としたダブルベッドルームと暖炉があるリビングルー

ム、設備が整ったキッチン、ダイニングルーム、そしてランドリーがあります。  

２ ベッドルーム コテージ  

２つのダブルベッドルームがあるコテージは、主に古い要素を取り入れて、最近建てられまし

た。バスルーム二つ、（その内一つはオンスイート）、設備が整ったキッチン、ダイニングルー

ム、暖炉がある広いリビングルーム、そしてベランダから広々とした眺めが楽しめます。  

宿泊料金：NZ$150-NZ$350 １室２名様、１泊、朝食及び税

込み。  

ホスト：デニス＆マージー ハーディ  

住所 ： 22 Endsleigh Rd, Havelock North  

電話 ： +64-6-877-7588 携帯電話： +64 027 444 3800  

Fax : +64-6-876-0275  

E-mail ： stay@endsleighcottages.co.nz  

ウェブサイト：www.endsleighcottages.co.nz  



Hillington Havelock North– Central & Lower North Island  

ヒリントン ハブロックノース － 北島 中部＆南部  

ヒリントンは広大な平屋建てで、5つの寝室と3つのバスルームがあります。 その内の2寝室から

は、芝生が一望出来るレンガ造りのテラスに出ることが出来ます。正面のテラスからは、素晴ら

しい景色が見え、バーベキューエリアとアウトドア家具がある中庭からはスイミングプールが見

えます。  

施設はスタイリッシュな快適さで10名様まで宿泊可能です。又、この施設内の広いダイニングと

リビングルーム、及びベランダ、庭園を使って、宿泊のお客様が、日帰りのゲストを招待する事

も出来ます。アウトドア家具は十分揃っていますし、バーべキューエリア、そして完全にフェン

スで囲まれたプールもご利用いただけます。  

宿泊料金：NZ$1,000 （１泊、１０名様まで、朝

食及び税込み）  

ホスト：デニス＆マージー ハーディ  

住所 ： 35 Kopanga Road, Havelock North.  

電話 ：+64-6-877-7588 携帯電話： +64-027-444-

3800  

Fax ： +64-6-876-0275  

E-mail ： stay@hillington.co.nz  

ウェブサイト：www.hillington.co.nz  Qualmark Provisional 



Tairoa Lodge & Cottage Hawera – Central & Lower North Island  

タイロアロッジ ＆ コテージ ハウェラ － 北島 中部＆南部  

1875年に建てられた歴史あるビクトリア様式のヴィラ、タイロアロッジは、町の中心に近いハ

ウェラの南端にあり、4ヘクタールの土地に建てられています。成熟した木々、公園のような雰

囲気。樹齢75年、保護下にあるカウリの木々の壮大さにより、ロッジはオリジナルの姿で輝いて

います。上階のオンスイートの3客室からは、スイミングプールと庭園の美しい景色をお楽しみ

ください。  

タイロアコテージは、タイロアロッジの敷地内にある、ブティック宿泊施設です。6名様まで宿

泊可能のアパートメントスタイルで、プライバシー重視の落着いた静かな環境です。マスター

ベッドルームは北向きのフレンチドアがロマンスを漂わせています。もう一つの客室にはキング

シングルベッドが二つあり、リビングルームにダブルソファベッドもあります。  

タイロア教会ホールは小規模の会議、ワークショップ、ビジネス計画セッションの会場としてユ

ニークな施設を提供しています。ブレーンストーミング（想像能力開発法）、ワークショップや

会議のための刺激的、且つ創造的な環境造りには、ここの静けさ、プライバシー、田園の風景と

リラックスした雰囲気が最適です。  

 

Rac宿泊料金 : NZ$195-NZ$250 １室２名様、１泊、

朝食及び税込み。  

ホスト : リンダ＆スティーブ モリソン  

住所 : 3 Puawai Street, Hawera, Taranaki  

電話 / Fax: +64-6-278-8603  

E-mail: tairoa.lodge@xtra.co.nz  

ウェブサイト:www.tairoa-lodge.co.nz  

  



The Resurgence Luxury Eco Lodge Nelson - Upper South Island  

ザ.リサージェンス ラグジュリー エコロッジ ネルソン ー 南島 北部  

世界の贅沢なエコロッジ、ベスト25に選ばれたこのリサージェンスは20ヘクタールの静かな林の中に建

てられ、鳥のさえずりを聞きながらリラックスできる場所であり、ネルソン探索の最適な拠点でもあり

ます。ブティックロッジの客室、又はキッチン付きのロッジで2食（夕、朝）付き、又はセルフサービス

式の食事を選べます。ロッジでのネルソン特産のワインと4コースの食事を存分にお楽しみください。  

ザ.リサージェンスは、エーベルタスマン国立公園に最も近い5つ星の宿泊施設で、ゴールデンベイやカ

フランギ国立公園へ、またはネルソンのアート、ワイン、サイクリング、カヤック、ハイキング、バー

ドウォッチングなどのアクティビティも簡単に日帰りで出来ます。プール、スパ完備、またマッサージ

セラピーも可能で、ネルソン空港から車で45分。おいしい食事と自然が楽しめる、新婚旅行やアクティ

ブな方々に理想的な場所です。 

ブッシュロッジ： ３室 50m2 ハネムーンスイート スーパーキング/ツインベッド、オンスイート、ラウンジ、 暖炉、 キッチ

ン、 景色が見える バーベキュー付きデッキ  

ブッシュ シャレー ：３室 35m2 スーパーキング/ツイン ベッド、 オンスイート、 肘掛け椅子、キッチン、ダイニング、景色

が見えるバーベキュー付きのデッキ  

ロッジの客室： ４室 20-25m2 クイーンサイズベッド、オンスイート（シャワーのみ） バルコニー 2食（夕、朝）付のみで予

約可。 

ロッジ全館を８名様までのグループで予約可（＄2000-＄2800より、２食（夕、朝）付き）１泊から 50m2  

宿泊料金 : NZ$545-NZ$695 （コンチネンタルの朝食付き/追加料金で２食に変更可）キッチン、ＢＢＱ設

備付き、カフェなどへは車で２０分 / NZ$645-NZ$895 ２食（温かい朝食、食前酒、４コースディナー）

付 １室２名様  

*１０月１５日から４月１５日までオープン  

*１８歳未満のお子様はご遠慮ください。生後６ヶ月までのお子様は歓迎いたします。 

*１２月２５日のチェックイン、チェックアウトは出来ません。 

* 最低２泊をお勧めします。（前後に宿泊込みツアー参加の場合を除く）  

ホスト: クレア＆ピーター 

住所 : 574 Riwaka Valley Road, RD3 Motueka 7198  

電話 : +64-3-528-4664  

E-mail : info@resurgence.co.nz  

ウェブサイト : www.resurgence.co.nz  



McCormick House – Picton – Upper South Island  

マコーミックハウス ピクトン － 南島 北部  

マコーミックハウスは、フェリーターミナルや鉄道駅から車で３分の場所に位置し、静かで日当りも

いい私設森林庭園（2000㎡）の中の歴史ある建物です。  

クイーン、キング、スーパーキング、ツイン、それからシングルの客室（全てオンスイート）はそれ

ぞれスタイルの違いはありますが、全ての部屋に贅沢なエジプト綿100％のリネンや厳選されたバスア

メニティが備わっています。特長は、ダブルジャグジー、大きななアンティーク風呂、それからダブ

ルサイズのシャワーがあります。  

豊富な地元のワインセレクションと共に前菜盛り合わせの食事は、オプションで申し受けます。グル

メな朝食、夕食時の食前酒、ゲスト用駐車場、Wi-Fi は無料提供しています。  

大規模な成熟した森林庭園、ペタンク（球技）コート、プライベートのゲストダイニングとラウンジ

エリアが完備されています。  

環境を考慮したマコーミックハウスは、ボートクルーズ、カヤック、ハイキング、セーリング、釣

り、ワイナリーツアー、イルカと泳ぐツアーなどへも歩いてすぐ。クイーン·シャーロット·トラック

やマールボロのワイナリーも近くにあります。  

宿泊料金 : NZ$350-NZ$490 （シングル：$30引）  

１室２名様、１泊、朝食、食前酒、駐車場、Wi-Fi 及び税込

み。  

１２歳以下のお子様はご遠慮いただきます。又車椅子のアク

セスもございません。  

ホスト : ジーン＆カール バーモント  

住所 : 21 Leicester Street Picton  

電話 : +64-3-573-5253  

E-mail: enquiries@mccormickhouse.co.nz  

ウェブサイト:www.mccormickhouse.co.nz  



Fyffe Country Lodge Kaikoura - Upper South Island  

ファイフカントリーロッジ カイコウラ － 南島 北部  

ファイフカントリーロッジは、カイコウラの世界的に有名なマリンアクティビティへわずか車で5分の

場所にある5つ星のブティックベッド＆ブレックファーストロッジで、自然のままの険しい海岸線に

沿って位置しています。  

ファイフカントリーロッジは、1993年に建てられ、約50ｋｇの手作りの版築ブロックとカナダの杉屋

根板で美しく細工されています。施設は、手入れの行き届いたツゲ、ラベンダー、バラの香りの庭園

に囲まれ、素朴な魅力と共に時代を超越した雰囲気を誇っています。全ての客室は広々としており、

個別に内装が施されています。また、フルサービスが受けられ、ほとんどの客室からファイフ山とカ

イコウラ海の景色を眺めることが出来ます。  

ロッジはブティックホテルとしてのサービスを全て提供する、一流の結婚式会場としても使われま

す。ホテル内のレストランは、地元の珍味である魚介類を専門とし、またニュージーランドビーフと

ラム料理の賞も受賞しています。ロッジは6客室、レストラン、それから落ち着けるラウンジバーを併

設しています。  

 

Rack rate range: $320.00 - $675.00 

All r宿泊料金 : NZ$320-NZ$675 １室２名様、１泊、朝食及び

税込み。  

ホスト:クリス ライ ＆ コリン アシュワース  

住所 : 458 State Highway One Kaikoura  

電話 : +6-3-31-6869  

Fax : +64-3-319-6865  

E-mail : fyffe@xtra.co.nz  

ウェブサイト : www.fyffecoutrylodge.com  

 



Clearview Lodge Christchurch - Central South Island  

クリアビューロッジ クライストチャーチ －南島 中部  

2001年、スペースと快適さを重視し、3つの客室（キングかツインのオンスイート）のみのクリア

ビューロッジが建てられました。十分に手入れが行き届いた4ヘクタールの土地に庭、果樹園、オ

リーブ園（エクストラバージンオイルで受賞）そしてぶどう畑（ピノ,ノワールやロゼ、ポートを

製造）があります。季節の果物とナッツを使った朝食、ケーキや軽食とワインをご用意しており

ます。ご夕食は、地元で人気のThe.Lakes(ザ.レイクス）へ徒歩5分、又他にも多数レストランがあ

り、わたくしどもが車でお送りいたします（お帰りはタクシーご利用）。  

国道１号線沿いでクライストチャーチとカンタベリー地方の観光に最適な拠点です。スパプール

でリラックス、有名なクレアウォーターゴルフ場、静かな庭園散策、ワインの試飲などをお楽し

みください。クライストチャーチ空港へわずか7分、市内までは15分。 ハンマースプリング（ワ

イパラワイナリー経由）、アカロア、マウントハットスキー場の各地まで90分。  

クライストチャーチでの快適で楽しい旅のお手伝いをいたします。  

宿泊料金 : NZ$375-NZ$395 １室２名様、１泊、

朝食、Wi-Fi,、ワイン及び税込み。  

ホスト : ロビン ＆ スー クレメンツ  

住所 : Clearview Lodge 8 Clearwater Ave, North-

wood, Christchurch.  

電話 : +64-3-359-5797 携帯電話 : +64-21-727-883  

FAX : +64-3-358-9131  

E-mail: relax@clearviewlodge.com  

ウェブサイト: www.clearviewlodge.com  



Rimu Lodge Hokitika – Central South Island  

リム ロッジ ホキティカ ー南島 中部  

ウェストコーストの町ホキティカ、そしてリムロッジへようこそ。このブティックロッジは曲が

りくねった川や農地を見下ろす崖の上にあり、原生林に囲まれています。朝日と共にニュージー

ランドの最高山脈サザンアルプスを、東向きの、床から天井まである大きな二重窓からご覧くだ

さい。個々にデザインされている4つのオンスイートの客室は居心地が良く、エレガントで上品

な装飾が施されています。外のデッキで、暖かい日差しの中、鳥の声を聞きいたり、暖炉の前で

リラックスしたり、ニュージーランド有数の川でマス釣りも出来ます。  

カフェ、地元のグリーンストーン彫刻、吹きガラスなどを楽しめるホキティカの町からたった10

分ですが、ロッジは完全に人里離れた静かな場所です。リムの林や御影石の崖の散策、そして

真っ青な水の上の吊り橋も歩いてみてください。  

宿泊料金：NZ$295-NZ$375 １室２名様、１泊、

朝食、税込み。  

ホスト : ヘレン＆ピーター ウォルス  

住所 : 33 Seddons Terrace Road, Rimu, Hokitika  

電話 : +64-3-755-5255  

FAX : +64-3-755-5237  

E-mail : stay@rimulodge.co.nz  

ウェブサイト: www.rimulodge.co.nz  



Holly Homestead Franz Josef Glacier– Central South Island  

ホリー ホームステッド フランツジョセフ グラシア －南島 中部  

リムの木材が使われた、開拓時代のこの邸宅は、歴史を感じさせます。1926年、パガニーニ家によって

建てられ、優れた建築とカジュアルな田舎の魅力を合わせ持っています。ここに長年住んできた人たち

がどれほど大切に思っていたかも想像出来ます。  

ホストのジェラルドとバーニーはフランツジョセフ グラシアの町から3分のこの邸宅をブティックベッ

ド＆ブレックファーストに改装しました。客室は、キング、クイーン、ツイン又は更に贅沢なスーパー

キングがあります。全室オンスイート、使い心地のいいリネンとバスローブが備わっています。  

可愛らしいカントリースタイルのダイニングキッチンでの朝食で一日をスタートさせ、氷河でのアドベ

ンチャーを体験してください。晴れた日にはサザンアルプスやフランツジョセフ氷河の景色にうっとり

されることでしょう。  

ジェラルドとバーニーはニュージーランド出身で、世界中からの旅行者のおもてなしを楽しんでいま

す。それぞれのお客様にあったアクティビティや旅行のスタイルもご提案いたします。ご自身のペース

で氷河探索を楽しまれた後は、夕陽を見ながら、ラウンジでポートワイン片手にゆったりとリラックス

してください。  

宿泊料金：NZ$205-NZ$430 １室２名様、１泊、朝

食、税込み。  

ホスト : バーニー＆ジェラルド オーデマンズ  

住所 : 2900 Franz Josef Highway (SH6- PO Box35) 

Franz Josef Glacier7856 South Westland  

電話 : +64-3-752-0299  

FAX : +64-3-752-0298  

E-mail : stay@hollyhomestead.co.nz  

ウェブサイト: www.hollyhomestead.co.nz  



Queenstown Country Lodge, Queenstown – Lower South Island  

クイーンズタウン カントリーロッジ クイーンズタウン－ 南島 南部  

クイーンズタウンカントリーロッジは、田舎の雰囲気の中でリラックス出来る、贅沢な宿泊施設

です。クイーンズタウンから、わずか10分のこのロッジは、オンスイートの客室が3つ、周りを

山に囲まれた5ヘクタールある庭園と農地の中にあります。ホストのアマンダとジョンは、温か

い朝食、軽食とワインの試飲をサービスいたします。そして、ご要望があればディナーのオプ

ションも承ります。ペットの羊たちが、このロッジを更に魅力あるものにしています。  

宿泊料金：NZ$300-NZ$425 (宿泊の期間による）

１室２名様、１泊、朝食、税込み。  

ホスト : アマンダ＆ジョン カッシェン  

住所 : 497 Frankton Ladies Mile Highway Queens-

town 9371  

電話 : +6-3-441-8548  

E-mail : info@queenstowncountrylodge.co.nz  

ウェブサイト: www.queenstowncountrylodge.co.nz  



Dunluce Bed &Breakfast, Te Anau–Lower South Island  

ダンルース ベッド＆ブレックファースト テアナウ ー 南島 南部  

ダンルースB&Bは、平屋建ての現代的でスタイリッシュな宿泊施設です。テアナウ、フィヨルド

ランドの約600ヘクタールの敷地に建ち、素晴らしい湖と山々の景色が楽しめます。オンスイー

トの客室が4つと、お客様専用のダイニング、ラウンジがあります。 室内のインテリアはすっき

りと、モダンなスタイルです。 ベッドはキング又はスーパーキングサイズで、それらはツイン

にすることもできます。ケプラーデラックスルームには、ダブルスパバスにシャワーも別に付い

ています。  

フレンドリーで、リラックスできる場所。 ニュージーランドワイン、手作りのお菓子、暖かい

お飲み物もサービスしています。 又、ランドリー、駐車場、荷物預かり、Wi-Fi、 ラップトッ

プも完備しています。  

 

Rack r宿泊料金 ： NZ$240-$NZ305 １室２名様 １

泊、朝食、税込み  

ホスト : ウェンディ＆ロジャー マックイラン  

住所 : 128 Aparima Drive Te Anau9600  

電話 : +64-3-249-7715  

FAX : +64-3-249-7703  

E-mail : info@dunluce-fiordland.co.nz  

ウェブサイト: www.dunluce-fiordland.co.nz  

Email: info@dunluce-fiordland.co.nz  

Website: www.dunluce-fiordland.co.nz 

mailto:info@dunluce-fiordland.co.nz
http://www.dunluce-fiordland.co.nz


Fletcher Lodge Dunedin - Lower South Island  

フレッチャーロッジ ダニーデン － 南島 南部  

フレッチャーロッジはモダンな快適さと設備を兼ね備え、優雅な雰囲気の中で豪華な宿泊施設を提供し

ています。  

ニュージーランド有数の実業家の一人、サー·ジェームズ·フレッチャーにより1923年に建てられた、ダ

ニーデン独自の建築の見事な例でもあります。ロッジは閑静な庭園の中にあり、建物内にはウェッジ

ウッドの天井と帯状装飾が見られる音楽室、オーク材のパネル張り玄関ホール、美しい彫刻の階段な

ど、繊細な特徴が印象的です。ほとんどの客室にステンドグラスの窓と華麗なしっくいの天井が見られ

ます。  

滞在されるお客様にはオーク材のパネル張りラウンジでポートワインをサービスさせていただきます。

また、紅茶、コーヒーは常時ご自由にお召し上がり下さい。、無料のインターネットアクセスと専用駐

車もご利用いただけます。  

ダニーデン観光やオタゴ半島への野生動物ツアーの参加予約などのお手伝いもいたします。  

宿泊料金：NZ$335-NZ$775 １室２名様、１

泊、朝食及び税込み。  

ホスト：エバ ロゼツ- ポラード, キース ロゼ

ツキ-ポラード, ピーター ロゼツキ-ルイス  

住所 ： 276 High Street, Dunedin  

電話 ：+64-3-477-5552 又は 0800 THE LODGE  

Fax : +64-3-474-5551  

E-mail ： admin@fletcherlodge.co.nz  

ウェブサイト： www.fletcherlodge.co.nz  



Safari Lodge Invercargill – Lower South Island  

サファリロッジ インバカーギル － 南島 南部  

サファリロッジは1902年、著名なアーティストであり、土木技師でもあった、Ｃ．Ｈ．ハ

ワース氏により建てられ、インバカーギルの植物園から300ｍ、市の中心地から徒歩15分

の場所にあります。全てオンスイートの客室は、キングサイズベッドの3室とクイーンサ

イズベッドの１室があります。この施設のホストは、5年間アフリカに住んだ以外は、4世

代に渡ってこのサウスランドに住み続けています。  

スパ、ダイニングルーム、館内カフェ、58インチＨＤ3Ｄ内臓テレビがあるビリヤード

ルーム、サンルーム、アフリカのアートコレクションの展示、Wi-Fi などが完備していま

す。  

宿泊料金：NZ$280-$NZ320 １室２名様、１

泊、朝食、税込み。  

ホスト : レイ＆トリッシュ ウィンター  

住所 : 51 Herbert St. Invercargill  

電話 : +64-3-214-6329  

FAX : +64-3-214-6328  

E-mail : safarilodge@slingshot.co.nz  

ウェブサイト: www.safarilodge.co.nz  



 

Sails Ashore Stewart Island– Lower South Island  

セールズ アショア スチュワートアイランド － 南島 南部  

セールズアショア ブティック宿泊施設は、中心地からわずか徒歩5分、村と港と海を見渡

すプライベートの庭園の中にあり、この島の魅力を探索するのに理想的な拠点です。  

この施設の2つの客室はセントラルヒーティング、専用出入り口もあり、島の観光をする

のに必要な物は全て揃っています。ホストのアイリスとピーターは二人合わせるとこの島

に70年ほど住んでいます。ピーターは以前この島の森林レンジャーとして、その後漁師と

して働きました。アイリスは15年間、看護師とアルバ島のオープンサンクチュアリー（自

然保護区）の管理委員を勤めました。 二人はプロのエコガイドであり、アルバ島ディス

カバリーウォークのツアーは、この施設の宿泊とパックになっています。島内ツアーも体

験されると、この島の全てが満喫できると思います。  

お一人様でご宿泊の場合は、2泊の料金から $170 引き

になります。  

宿泊料金：NZ$1260 １室２名様、２泊、ウォーキングツ

アー、朝食、税込み。  

追加 : NZ$465 / １泊毎  

島内ツアー: NZ$70 / 一人  

ホスト : アイリス＆ピーター テイト  

住所 : 11ViewStreet, STEWARTISLAND  

電話 : +64-3-219 1151 or 0800 STEWART(0800 783 9278)  

E-mail : tait@sailsashore.co.nz  

ウェブサイト: www.sailsashore.co.nz  


