
ストリート巡りから始まる
メルボルン探訪。
散策して“メルボルンスタイル”を
楽しもう。

MELBOURNE
CITY MAP
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Brother Burger
（ハンバーガー）

Naked for Satan
（カフェ・バー）

Uptown
Jazz Cafe

（カフェ・バー）

Garman（ファッション）

Rice Queen
（レストラン）

Bimbo Deluxe
（カフェ）

Alpha Ouzeri
（カフェ）

T2
ティー・ツー（お茶）

Gizmo gift
（雑貨）

Zetta Florence
（雑貨）

H & H
Jewellery
（ジュエリー）

Green Cup
（カフェ）

The Gant Store
（ファッション）

Seed Heritage
（ファッション）

Witchery
（ファッション）

Kookai
（ファッション）

DEISEL
（ファッション）

Cylk
（ファッション）

Lucky Penny
（カフェ）

Market Lane Coffee
（カフェ）

Abacus
（カフェ）

T2（お茶）

Imperial（バー）

AMO Store
（ファッション）

French Connection
（ファッション）

Bonds（ファッション）

Plarypus Shoes（くつ）

Saigon Rose（ベトナム料理） Woolworths 
（スーパー・マーケット）

Cicciolina
　（レストラン）　

Matcha Mylkbar
　（カフェ）

The Nelson St Kilda
　（カフェ）

Lau's Family Kitchen
（レストラン）

St Kilda Grocery Bar
（カフェ）

Pelican（カフェ）

Miss Fitzy's
（レストラン）

メルボルンの街巡りに欠かせないこと。それはまずお気に入りのマップを手に入れること。
そして、トラムを上手に乗りこなすこと。それさえクリアできれば、メルボルンの街巡りは
数十倍楽しめるはずです。まずは手始めに、無料で周遊できる「シティ・サークル・トラム」を
活用して、街の中心に碁盤の目のように広がる「シティ巡り」からスタート。トラムに慣れ
たら、今度はシティから一般のトラム（市内中心部外の乗車は有料）を活用！！シティの北に
位置する「ブランスウィック・ストリート」、メルボルンきっての高級住宅街「サウス・ヤラ」、
ポートフィリップ湾に面したビーチスポット「セント・キルダ」……次々に広がる個性豊かな
メルボルンの街巡りをマップ片手に楽しんでみよう！！

「メルボルン・スタイル」で歩く・巡る！ 「街巡り」で
メルボルンをもっと満喫

トラムに乗車してみよう

■乗り降りの合図

公共交通機関を上手に利用！
メルボルンも街巡りは、スマート＆リーズナブルに楽しむ

メルボルンの公共交通機
関には「トラム」、「電車」、
「バス」があり、myki（マ
イキー）というクレジット
カード・サイズのプラス
ティック製のカードで、
すべての公共交通機関に
乗ることができます。

リーズナブルに効率よくメルボルンの街巡りを楽しみたい。そんな
ときにこれらの公共交通機関を使わない手はありません。メルボ
ルンについたら、まずは駅やmykiマークが出ているコンビニ
エンス・ストアやニュース・エージェンシー（KIOSKのような新聞
スタンド）などでmykiカードを予め入手。地図を片手に、街巡り
をとことん満喫してみよう！！

トラムに乗車するには、市内各所
にあるトラム停留場で、乗りたい
トラムの番号を確認し、乗車しま
す。乗車したら、乗降口にある
myki専用の読み取り機（左写真
参照）にカードを触れさせて
“タッチ・オン”してください。

「ピッ」という電子音が聞こえたら、正常に作動した証で
す。降りるときは車内のブザーを押して運転手に合図を
し、乗車時同様、読み取り機にカードを触れてください。

■市内中心区域のトラム乗車が無料
2015年よりメルボルン市内
中心区域、及びドックランド
地区内でのトラム乗車が無
料になり、メルボルンの市内
観光がより便利になりまし
た。無料区域内の路線（地図
ページに　　　　線で表示）の乗車の際はmykiカードも
必要ありません。（注意：区域外に出ると必ずmykiカード
が必要）市内の外周を循環する「シティ・サークル・トラム」
と合わせて、リーズナブルでより充実した街歩きができ
ます。

■シティ・サークル・トラム
エレガントな小豆色の車体の乗り降り自由の無料トラム
がシティ・サークル・トラム。（緑色の車体の場合もあり。）
メルボルン市内の中心エリアを時計回りと逆時計まわり
で巡回。停留所は一般トラムと同じ場所にあり、車体と同
じあずき色の文字で「City Circle Tram」と表示されて
いる。車内には観光案内役のスタッフもいて、目的地は
どこで降りればいいか教えてくれるので便利。約30分間
隔で走っていて、１周約60分。運航時間はクリスマスと
グットフライデーを除く木～土曜9:20～22:00、日～水
曜9:20～19:00となっている。
Website: www.ptv.vic.gov.au

観光案内

メルボルン・ビジター・ハブ

　メルボルン市庁舎に隣接している。各種マップやパンフレットが入
手できる他、メルボルン市内の観光案内はもちろん、ビクトリア州全
域の旅行案内、ホテルの予約、イベントや公演などのチケット情報
も行う。

Melbourne Visitor Hub

●所在地：90-130 Swanston Street , Melbourne
●営業時間：9:00～18:00（クリスマスデーは休み）
●Tel：03-9658-9658
●Website: https://whatson.melbourne.vic.gov.au/visitors/pages/visitorinfo.aspx

メルボルン博物館

　南半球最大の博物館。森のギャラリー、オー
ストラリアン・ギャラリー、アボリジニ・セン
ター、子供博物館等多くの展示コーナーがあ
り、教育関連設備として充実し、幅広い年層に
人気がある。

　1854年開館、歴史あるメルボルンの州立図書館。開放感ある空間とドーム型の天井
が特徴。

Melbourne Museum

G-1

●所在地：11 Nicholson St, Carlton VIC 3053
●開館：毎日10:00～17:00
　　　（グッドフライデー、クリスマスデーは休館）
●Tel：03-8341-7777

●所在地：90-120 Swanston St, Melbourne
●ツアー時間：月～金曜11:00と13:00のみ。
●所要時間：約1時間
●Tel：03-9658-9658

●所在地：Spring Street, East Melbourne
●ツアー時間：平日9:30、10:30、11:30、13:00（エキスプレスツアー）、13:30、14:30、
　　　　　　  15:30、16:00（エキスプレスツアー）（議会が開催されていない時のみ）
●Website: www.parliament.vic.gov.au/visit/public-tours

●所在地：328 Swanston Street, Melbourne
●営業時間：月～木曜10:00～21:00、金～日曜、祝日10:00～18:00
●ツアー時間：毎月違うエキシビジョンが開かれていて、時間もさまざま
●Tel：03-8664-7000
●Website: www.slv.vic.gov.au

サンデー・マーケット・アット・アート・センター

　オリジナルの建物は1861年に開館し、2003年にイタリアの著名デザイナー、マリオ・ベリー
ニの設計により再オープンした州立美術館。国内外の有名作品から現代アート、写真、デザイン、
家具など様々な分野の所蔵作品がたのしめる。1Fにあるミュージアムショップや、2Fのカフェ
などの施設も充実している。通称「NGV」の名で親しまれている。
＊特別展示会以外はすべて無料で観ることができる。

Melbourne Greeter Service

St Kilda Esplanade Market

メルボルン・グリーター・サービス
　グリーターと呼ばれるメルボルン市民が海外からの観光客のために市内を案内してくれる
無料サービス。各グリーターは研修を受けたボランティアで、旅行客の興味や話す言語に応じて
適任者が紹介される。日本語を話すグリーターもいて、２～４時間一緒に市内を歩きながら
案内する。
●問い合わせ・申し込み：最低24時間以上前に必ず予約すること。オンライン、または電話で。
●Tel：03-9658-9658（平日） 03-9658-9942（土日）
●Website: https://whatson.melbourne.vic.gov.au/visitors/services/greeter/Pages/GreeterService.aspx

　サウスバンクのアートセンターの外で開催される。ハンドクラフト、アボリジニアート、
ホームメイドのジャム、ハチミツ製品など約１５０店舗が並ぶ。地元アーティストの手工芸品
が多いのが特徴だ。

　1857年に誕生。メルボルン市民の生活に根ざした市内最大のマーケット。総面積7万㎡の
敷地に食料品、家庭用品、衣類、靴、鞄、土産物など約700軒以上の店が並び、値段もリーズナブル。
あらゆる種類の肉や魚を扱う精肉・鮮魚コーナー、手作りのソーセージやチーズなどグルメ食
品を揃えたデリカテッセン、オーガニック野菜や果物を扱う店も多く、メルボルンの食事情の
質の高さがうかがえる。ガイドが同行するフードツアー、クッキングスクールなども行われる。

●所在地：100 St Kilda Road, Melbourne
●開催時間：日曜（クリスマスデーは除く）10:00～16:00
●Website: www.artscentremelbourne.com.au/your-visit/sunday-market

セントキルダ・エスプラネード・マーケット

セントキルダビーチから歩いてすぐのThe Esplanade通りの歩道に沿ってお店が並ぶ。

　シティの北東に位置する歴史的建築物で、
2004年にビクトリア州初のユネスコ「世界
文化遺産」に登録。1880年に開催された万
博博覧会のために建築されたもので、ビザン
チン、ロマネスク、ルネッサンス式といった
各建築様式を複合した優美なスタイルに
特徴がある。

●所在地：The Esplanade, St Kilda
●開催時間：日曜（クリスマスデーは除く）10:00～16:00
●Website: www.stkildaesplanademarket.com.au

フェデレーション・スクエア
　オーストラリア連邦成立１００周年を記念して建てられたフェデレーションスクエア。斬新
なデザインが取り入れられた建物が印象的。

Federation Square

●所在地：Swanston St & Flinders St, Melbourne
●ツアー時間：月～土（祝祭日を除く）11:00
●Website: fedsquare.com/shopvisit/guided-tours

●所在地：180 St. kilda Road
●開館：毎日10:00～17:00（クリスマスデーは休館）
●Tel：03-8620-2222
●Website: www.ngv.vic.gov.au/ngvinternational

●所在地：Federation Square Cnr Russell & Flinders Sts
●開館：毎日10:00～17:00（クリスマスデーは休館）
●Tel：8620-2222
●Website: www.ngv.vic.gov.au/ngvaustralia/

オーストラリア現代美術センター

無料ガイドツアー

●開園時間：毎日7:30から日没時まで
●Website: www.rbg.vic.gov.au

Melbourne Star Observation Wheel メルボルンスター・オブサーベーション・ウィール

Melbourne Visitor Hub　メルボルンス・ビジター・ハブ

A-1

mykiカード

市内の見どころ

ロイヤル・ボタニック・
  ガーデンズ　　　 

Royal Botanic Gardens



ドックランド・スタジアム
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エンポリアム

セントビンセント
病院

クラウン・メトロポール・ホテルへ（20m）

プルマン・メルボルン・オン・ザ・パーク

ホージアレーン

リバークルーズ
発着場

オーストラリア 現代美術センター

メルボルン・スター　オブサベーション・ウィール／ハーバータウン

32

ホテル・アイビス・メルボルン・
リトル・バーク・ストリート

ノボテル・メルボルン・セントラル
アイビス・メルボルン・セントラル

ザ・サボイ・ホテル・オン・
リトル・コリンズ・メルボルン

オークス・オン・マーケット

シーベル・メルボルン・
フリンダース・レーン

クラリオン・スイーツ・
ゲートウェイ

ダブルツリー・
バイ・ヒルトン

QTメルボルン

グ
ラ
ン
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ル
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ー
ル・

オ
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ワ
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ト
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ソフィテル・
メルボルン・
オン・コリンズ

メルキュール・メルボルン・
トレジャリー・ガーデン

メルボルン・
ビジター・ハブ

ルーフトップバー

エンブラ

メルボルナリア！

ハイヤー・
グラウンド

ブラザー・ババ
ブーダン

キャプテンズ・オブ・
インダストリー

マンチェスター・
プレス

センソリー・ラボ

ホープトン・
ティールーム

マーケット・レーン・コーヒー
（コリンズ・ストリート店）

ココ・ブラック

ザ・イアン・ポッター・センター

デューク・コーヒー・
ロースター

ハードウェア
ソサエティー

ホワイト・モジョ

クリンパー

パトリシア・コーヒー・
ブリュワーズ

MELBOURNE
CITY MAP
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Visit Victoria

DoubleTree by Hilton
ダブルツリー・バイ・ヒルトン
Crowne Plaza Melbourne
クラウン・プラザ・メルボルン

Sofitel Melbourne on Collins
ソフィテル・メルボルン・オン・コリンズ

Mercure Melbourne Treasury Garden
メルキュール・メルボルン・トレジャリー・ガーデン

Hotel Ibis Melbourne Little Bourke Street 
ホテル・アイビス・メルボルン・リトル・バーク・ストリート

The Sebel Melbourne Flinders Lane 
シーベル・メルボルン・フリンダース・レーン

Clarion Suites Gateway 
クラリオン・スイーツ・ゲートウェイ

Grand Mercure on Swanston 
グランド・メルキュール・オン・スワンストン

The Savoy Hotel on Little Collins Melbourne
ザ・サボイ・ホテル・オン・リトル・コリンズ・メルボルン

Novotel Melbourne Central / Ibis Melbourne Central
ノボテル・メルボルン・セントラル / アイビス・メルボルン・セントラル

オークス・オン・マーケット

2017年1月現在

Visit

QT Melbourne
QTメルボルン 32

Crown Metropol Hotel
クラウン・メトロポール・ホテル 22

無料トラム区間

Pullman Melbourne on the Park
プルマン・メルボルン・オン・ザ・パーク


