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イベント名

オーストラリアン・オープン・テニス

イベント名（英語）

Australian Open

イベント日時

2013 年 1 月 14 日～27 日

開催場所

メルボルン

概要

全世界のトップテニスプレーヤー出場する、世界 4 大メジャー大会「グランドスラム」のひ
とつです。2 週間にわたる大会期間中には。55 万人を超えるテニスファンが世界中から観戦
に訪れます。オーストラリアで毎年開催されるスポーツイベントの中で最も人気のイベント
で、日本人選手の活躍も期待されています。

リンク先 URL

http://www.australianopen.com/en_AU/index.html

イベント名

メルボルン・フード＆ワイン・フェスティバル

イベント名（英語）

Melbourne Food and Wine Festival

イベント日時

2013 年 3 月 1 日～17 日

開催場所

メルボルン

概要

南半球最大規模の食の祭典。「食の街メルボルン」を代表するお祭りとして、メルボルン市
内各所で大小 100 以上のイベントが催され、毎年約 30 万人の観光客が訪れます。毎年多彩
なテーマの企画が開催されますので、街歩きしながら気軽に参加することができます。

リンク先 URL

http://www.melbournefoodandwine.com.au/

イベント名

オーストラリアン・F1
オーストラリアン・F1 グランプリ

イベント名（英語）

Australian F1 Grand Prix

イベント日時

2013 年 3 月 14 日～17 日

開催場所

メルボルン

概要

モータースポーツの最高峰でもあるフォーミラー1 グランプリ。メルボルン中心部近くのア
ルバートパーク周辺が会場となります。一般公道を使うために観客にとっては大迫力、レー
サーにとっては厳しいレースとなり、毎年過酷なレースが展開されます。

リンク先 URL

http://www.grandprix.com.au/splash
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日豪観光交流年 2013

ビクトリア州のイベント

イベント名

メルボルン～大阪ヨットレース

イベント名（英語）

2013 Osaka Melbourne Cup

イベント日時

2013 年 3 月 17 日～31 日

開催場所

メルボルン/大阪

概要

1987 年から二年に 1 回開催されている大阪～メルボルンを航海するヨットレースです。大
阪とメルボルンは姉妹都市として、2013 年には 35 周年を記念しており、二都市の友好を長
い間つないできたイベントでもあります。2013 年はメルボルンを出発して、大阪を目指し
ます。太平洋を航海する壮大なヨットレースの出発地は毎回交互になっており、2013 年は、
メルボルンでの出発を盛大に祝います。

リンク先 URL

イベント名

グレート・オーシャン・ロード・マラソン

イベント名（英語）

Great Ocean Road Marathon

イベント日時

2013 年 5 月 18 日、19 日

開催場所

グレート・オーシャン・ロード

概要

2005 年から始まった国際マラソン大会で、断崖絶壁が続く海岸線と広大なレインフォレス
トが広がる、グレートオーシャンロードを走ります。コースはメルボルンから約 1 時間 30
分のローンからアポロベイまで。秋の海岸線を走る、爽やかな参加型スポーツ大会です。フ
ルマラソンやハーフマラソンの他に、14ｋｍランや 6ｋｍ、子供が対象のキッズギャロップ
等があり、初心者も楽しめるマラソンイベントです。

リンク先 URL

http://www.greatoceanroadmarathon.com.au/

イベント名

ロイヤル・メルボルンショー

イベント名（英語）

Royal Melbourne Show

イベント日時

2013 年 9 月 21 日～10 月 2 日

開催場所

メルボルン郊外

概要

毎年 9 月のスクール休暇中に行われるお祭りイベント。元は農業祭として始まり、家畜の品
評会や犬のコンテストが行われる。その他、園芸、丸太切り大会等、期間中様々なイベント
で盛り上がります。

リンク先 URL

http://www.royalshow.com.au/

イベント名

テッセラー・チューリップフェスティバル

イベント名（英語）

Tesseler Tulip Festival

イベント日時

2013 年 9 月 23 日～10 月 8 日

開催場所

メルボルン近郊ダンデノン丘陵

概要

テッセラー・チューリップフェスティバルは、メルボルンから車で一時間程のダンデノン丘
陵内に春季の 1 ヶ月間に渡り開催。パッフィンビリーにも近いため、パッケージやグループ
ツアーにも組み込みやすくなっています。

リンク先 URL

http://www.tulipfestival.com.au/
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日豪観光交流年 2013
イベント名

オーストラリアン・モーターサイクルグランプリ

イベント名（英語）

Australian Motocycle Grand Prix

イベント日時

2013 年 10 月 18 日～20 日

開催場所

フィリップ島

概要

ビクトリア州のイベント

毎年 10 月、フィリップ島のサーキットレース場で行われる、バイクのワールドチャンピオ
ンシップレース。

リンク先 URL

http://www.motogp.com.au/

イベント名

メルボルンマラソン

イベント名（英語）

Melbourne Marathon

イベント日時

2013 年 10 月 13 日

開催場所

メルボルン

概要

ゴールドコースト・マラソン、シドニー・マラソンと並ぶオーストラリア 3 大マラソンのひ
とつ。フルマラソンのほか、ハーフマラソン、10km、5km のファンラン＆ウォークがあり、
家族連れで参加する人も多くおり、クラシカルな建物や緑溢れる街並みを楽しめます。 国
内だけでなく、日本や海外からの参加者も多く、毎年約 1 万 5000 人が参加しています。

リンク先 URL

http://www.melbournemarathon.jp/

イベント名

メルボルン・フェスティバル

イベント名（英語）

Melbourne Festival

イベント日時

2013 年 10 月 11 日～27 日

開催場所

メルボルン

概要

春真っ盛りのメルボルンで開催される国際的なアートフェステイバル。オペラからコンテン
ポラリーダンス、音楽、映画、マルチメディアまで、世界各国から集まったアーティストに
よる、幅広い芸術分野を対象に多彩なイベントが市内各所で行われる。

リンク先 URL

www.melbournefestival.com.au

イベント名

メルボルンカップ

イベント名（英語）

Melbourne Cup

イベント日時

2013 年 11 月 5 日

開催場所

メルボルン

概要

毎年 11 月の第一火曜日に行われる、国内最高峰の競馬レースです。この日は州の祝日にな
るほどの大イベントで、レース中は国中の機能がストップすると言われるほど。会場となる
フレミングトン競馬場には、この日のために用意したドレスや帽子で着飾ったセレブたちも
集い、華やかな雰囲気に包まれます。

リンク先 URL

http://melbournecup.com/

3

日豪観光交流年 2013

ビクトリア州のイベント

イベント名

ワールドカップ・オブ・ゴルフ

イベント名（英語）

World Cup of Golf

イベント日時

2013 年 11 月 18 日～24 日

開催場所

メルボルン

概要

ワールドカップ・オブ・ゴルフは 1953 年から奇数年に行われている国別対抗の団体戦。国
を代表する 2 人の選手がチームを組み、世界 24 ヶ国が出場する。2013 年度はオーストラリ
ア NO1 のゴルフコース「ロイヤル・メルボルン・ゴルフクラブ」で開催される。

リンク先 URL

http://worldcup.pgatour.com/

イベント名

日本映画祭

イベント名（英語）

Japanese Film Festival

イベント日時

2013 年 11 月 28 日～12 月 8 日

開催場所

メルボルン

概要

たくさんの話題の日本映画がメルボルンで観ることができるイベント。毎年開催。

リンク先 URL

http://japanesefilmfestival.net/

情報提供：ビクトリア州政府観光局 http://www.visitmelbourne.com/jp
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