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イベント名イベント名イベント名イベント名    ヒュンダイ・ホップマン・カップヒュンダイ・ホップマン・カップヒュンダイ・ホップマン・カップヒュンダイ・ホップマン・カップ    2013201320132013    

イベント名（英語） Hyundai Hopman Cup 2013 

イベント日時 2012 年 12 月 29 日～2013 年 1 月 5 日 

開催場所 パース・アリーナ 

概要 

 

25 年回目となるテニストーナメント。これまで全豪オープンテニストーナメントで 3 度の

優勝を飾っている世界ランキング 1 位のノバク・ジョコビッチの出場が決定し、注目度はさ

らにアップ。会場は新しくなったパース・アリーナです。 

リンク先 URL http://hopmancup.com/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    ランセリン・オーシャンクラシックランセリン・オーシャンクラシックランセリン・オーシャンクラシックランセリン・オーシャンクラシック    

イベント名（英語） Lancelin Ocean Classic 

イベント日時 2013 年 1 月 10 日～13 日 

開催場所 ランセリン 

概要 

 

オーストラリアで最も長い歴史を誇るウィンドサーフィンイベント。4 日間に及ぶ競技には

18 カ国以上からウィンドサーファー達が参加します。サンドボーディングが楽しめることで

知られる真白な砂浜のランセリンは、ピナクルズ観光とあわせて楽しめるおすすめスポット

です。 

リンク先 URL http://www.lancelinoceanclassic.com.au/index.php?option=com_content&view=article&i

d=2 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    パース・インターナショナル・アート・フェスティバルパース・インターナショナル・アート・フェスティバルパース・インターナショナル・アート・フェスティバルパース・インターナショナル・アート・フェスティバル    

イベント名（英語） Perth International Art Festival 

イベント日時 2013 年 2 月 8日～3月 2日 

開催場所 パース 

概要 

 

1953 年から続くアートの祭典。芝居、音楽、映画、ビジュアルアートありのイベントにこ

れまで参加したアーティストは、世界各国から 80 万人以上にもおよびます。 

リンク先 URL http://www.perthfestival.com.au/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    ルーウィンエステート・コンサートシリーズルーウィンエステート・コンサートシリーズルーウィンエステート・コンサートシリーズルーウィンエステート・コンサートシリーズ    

イベント名（英語） The Leeuwin Estate Concert Series 

イベント日時 2013 年 2 月 9日～10 日 

開催場所 マーガレットリバー・ルーウィンエステート 

概要 

 

20 年以上続くワイナリーの庭で行われるコンサート。2013 年はアメリカからシンガーソン

グライターのキャロル・キングを迎えて行われます。毎年チケットはすぐに完売になるので

お早めに。 

リンク先 URL http://www.leeuwinestate.com.au/concerts.html 

西オーストラリア州西オーストラリア州西オーストラリア州西オーストラリア州イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報    
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イベント名イベント名イベント名イベント名    ロットネスト島・チャネル・スイムロットネスト島・チャネル・スイムロットネスト島・チャネル・スイムロットネスト島・チャネル・スイム    

イベント名（英語） Rottnest Island Channel Swim 

イベント日時 2013 年 2 月 23 日 

開催場所 コテスロービーチからロットネスト島まで。 

概要 

 

パースにあるコテスロービーチから、インド洋に浮かぶロットネスト島・トムソンベイまで

の 19.7km を泳いで渡る競泳イベント。ロットネスト島はパースから日帰りで楽しめる人気

のスポットです。 

リンク先 URL http://www.rottnestchannelswim.com.au/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    スカラプチャー・バイ・ザ・シー・コテスロースカラプチャー・バイ・ザ・シー・コテスロースカラプチャー・バイ・ザ・シー・コテスロースカラプチャー・バイ・ザ・シー・コテスロー    

イベント名（英語） Sculpture by the Sea, Cottesloe 

イベント日時 2013 年 3 月 8日～25 日 

開催場所 パース・コテスロービーチ 

概要 

 

パースでも人気のビーチ、コテスロービーチで楽しむ彫刻アート。オーストラリアはもちろ

んのこと、日本を含む海外のアーティストの作品も展示され、その数は 70 作品を越える充

実ぶりです。この時期、コテスロービーチは屋外の彫刻アートギャラリーとなり、訪れる人々

を楽しませてくれます。 

リンク先 URL http://www.sculpturebythesea.com/exhibitions/cottesloe.aspx 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    ルーフトップ・ムービーズルーフトップ・ムービーズルーフトップ・ムービーズルーフトップ・ムービーズ    

イベント名（英語） Roof Top Movies 

イベント日時 ～2013 年 4 月末 

開催場所 ノースブリッジ 

概要 

 

レストランが立ち並ぶノースブリッジにあるビルの屋上に設置されたデッキチェアにゆっ

たり座って星空のもとで映画鑑賞ができる「ルーフトップ・ムービーズ」。2013 年 4 月末ま

でパースの街並をバックに映画を楽しめます。 

リンク先 URL http://www.rooftopmovies.com.au/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    フリーマントル・ストリート・アート・フェスティバルフリーマントル・ストリート・アート・フェスティバルフリーマントル・ストリート・アート・フェスティバルフリーマントル・ストリート・アート・フェスティバル    

イベント名（英語） Fremantle Street Art Festival 

イベント日時 2013 年 3 月 30 日～4月 1日 

開催場所 フリーマントル 

概要 

 

世界中から集まる大道芸人のイベント。港町フリーマントルの至るところが舞台となり、世

界トップレベルのストリートアートを楽しめます。 

リンク先 URL http://www.fremantle.wa.gov.au/festivals/Street_Arts_Festival 
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イベント名イベント名イベント名イベント名    カリ・バリー・トライアスロンカリ・バリー・トライアスロンカリ・バリー・トライアスロンカリ・バリー・トライアスロン    

イベント名（英語） Karri Valley Triathlon 

イベント日時 2013 年 4 月 6日 

開催場所 カリ・バリー・リゾート（ペンバートン） 

概要 

 

ユーカリの巨木の森を行くトライアスロン競技。ペンバートンは、美しいユーカリの巨木の

森で知られ、全長およそ 1000ｋｍにもおよぶビブルマントラックというトレッキングコー

スも人気です。 

リンク先 URL http://stadiumtriclub.com/karri-valley-tri/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    バッセルトン・フェスティバル・オブ・トライアスロンバッセルトン・フェスティバル・オブ・トライアスロンバッセルトン・フェスティバル・オブ・トライアスロンバッセルトン・フェスティバル・オブ・トライアスロン 2013201320132013    

イベント名（英語） Busselton Festival of Triathlon 2013 

イベント日時 2013 年 5 月 10 日～11 日 

開催場所 バッセルトン 

概要 

 

毎年 3000 人以上のアスリートが参加するトライアスロン。全長約 2 キロの長さを誇るバッ

セルトン桟橋で知られるバッセルトンの街をアスリートたちがその強健ぶりを競います。 

リンク先 URL http://www.busseltonhalf.com/registration/2014-event-information/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    アーガイル・ダイヤモンド・オード・バレー・マスターアーガイル・ダイヤモンド・オード・バレー・マスターアーガイル・ダイヤモンド・オード・バレー・マスターアーガイル・ダイヤモンド・オード・バレー・マスター    

イベント名（英語） Argyle Diamonds Ord Valley Muster 

イベント日時 2013 年 5 月 17 日～26 日 

開催場所 カナナラ 

概要 

 

秘境の地キンバリーで行われるカルチャーイベント。月あかりのもとで行われる屋外コンサ

ートや、アボリジニの人々の知恵を学ぶ料理デモンストレーションなど、この土地ならでは

の体験が目白押しです。 

リンク先 URL http://www.ordvalleymuster.com/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    ニンガルー・ジンベエザメ・フェスティバルニンガルー・ジンベエザメ・フェスティバルニンガルー・ジンベエザメ・フェスティバルニンガルー・ジンベエザメ・フェスティバル    

イベント名（英語） Ningaloo Whaleshark Festival 

イベント日時 2013 年 5 月 24 日～26 日 

開催場所 エクスマウス 

概要 

 

毎年 3月から 7 月上旬にかけてやってくるジンベエザメの到来を祝うイベント。世界遺産ニ

ンガルー・コーストには、ジンベエザメのみならず、多様な海洋生物が生息しています。 

リンク先 URL http://www.ningaloowhalesharkfestival.com/ 
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イベント名イベント名イベント名イベント名    アボンバレー・グルメフード・アンド・ワイン・フェスティバルアボンバレー・グルメフード・アンド・ワイン・フェスティバルアボンバレー・グルメフード・アンド・ワイン・フェスティバルアボンバレー・グルメフード・アンド・ワイン・フェスティバル    

イベント名（英語） Avon Valley Gourmet Food and Wine Festival 

イベント日時 2013 年 6 月 1日～2日 

開催場所 ノーザム（アボンバレー） 

概要 

 

パースの北東約 30 分、緑豊かなアボンバレーで行われるグルメイベント。新鮮な地元の食

材やワイン、料理デモンストレーションなど、グルメには見逃せないイベントです。 

リンク先 URL http://www.avoneventsandmarketing.com/gourmet-food--wine-festival.html 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    パース・グッド・フード＆ワインショーパース・グッド・フード＆ワインショーパース・グッド・フード＆ワインショーパース・グッド・フード＆ワインショー2013201320132013    

イベント名（英語） Perth Good Food & Wine Show 2013 

イベント日時 2013 年 7 月 19 日～21 日 

開催場所 パースコンベンション＆エキシビションセンター 

概要 

 

オーストラリア各地で行われる毎年恒例の食の祭典。ここパースにももちろん多くの有名シ

ェフが一堂に会し、料理のデモンストレーションを行うほか、様々な食材やワインを楽しめ

ます。 

リンク先 URL http://www.goodfoodshow.com.au/cityhub/perth 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    シティ・トゥー・サーフシティ・トゥー・サーフシティ・トゥー・サーフシティ・トゥー・サーフ    マラソンマラソンマラソンマラソン    

イベント名（英語） Chevron City to Surf Marathon 

イベント日時 2013 年 8 月 25 日 

開催場所 パース 

概要 

 

パース市内からインド洋に面した美しいシティビーチまでの距離を走るマラソン。フルマラ

ソンのほか、4km、12km のコースもあり、子供から本格派まで家族で楽しめる恒例マラソン

イベントです。 

リンク先 URL http://events.sportsnewsfirst.com.au/event/perthcitytosurf/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    キングスパーク・ワイルドフラワー・フェスティバルキングスパーク・ワイルドフラワー・フェスティバルキングスパーク・ワイルドフラワー・フェスティバルキングスパーク・ワイルドフラワー・フェスティバル    

イベント名（英語） Kings Park Festival 

イベント日時 2013 年 9 月 1日～30 日 

開催場所 キングスパーク 

概要 

 

毎年恒例のワイルドフラワーフェスティバル。12,000 種のワイルドフラワーを誇る西オー

ストラリアで最も大きな花のイベントです。イベント期間には、パースにいながらにして西

オーストラリア各地に自生するワイルドフラワーを見ることができます。 

リンク先 URL http://www.bgpa.wa.gov.au/kings-park 
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イベント名イベント名イベント名イベント名    パース・ファッション・フェスティバルパース・ファッション・フェスティバルパース・ファッション・フェスティバルパース・ファッション・フェスティバル    

イベント名（英語） Perth Fashion Festival 

イベント日時 2013 年 9 月 11 日～16 日 

開催場所 パース 

概要 

 

15 回目を迎えるファッションショー。一般のビジターでも楽しめるワークショップもあり、

西オーストラリアの個性豊かなファッション業界を垣間見ることができる貴重なチャンス

です。 

リンク先 URL http://www.perthfashionfestival.com.au/_blog/PAGES/post/About_PFF_2012 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    真珠祭り真珠祭り真珠祭り真珠祭り    2013201320132013    

イベント名（英語） Shinju Matsuri 2013 

イベント日時 2013 年 9 月 13 日～22 日 

開催場所 ブルーム 

概要 

 

真珠の街として知られるブルームで行われる毎年恒例のイベント。真珠産業で栄えたブルー

ムは、実は明治時代から日本と深い繋がりがあり、その由縁で「Shinju Matsuri」と日本語

名のついたイベントが毎年実施されています。 

リンク先 URL http://www.shinjumatsuri.com.au/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    グレートサザン・ブルームフェスティバルグレートサザン・ブルームフェスティバルグレートサザン・ブルームフェスティバルグレートサザン・ブルームフェスティバル    

イベント名（英語） Hidden Treasures Great Southern Bloom Festival 

イベント日時 2013 年 9 月 14 日～10 月 20 日 

開催場所 南西部（グレートサザン・エリア） 

概要 

 

西オーストラリア南西部のグレートサザンエリアで行われるイベント。ロングテーブルラン

チ、オープンガーデンなど、30 以上のイベントが各地で行われます。 

リンク先 URL http://www.hiddentreasures.com.au/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    ウォンガンヒルズウォンガンヒルズウォンガンヒルズウォンガンヒルズ    ----    レイノルソン・リザーブ・フェスティバルレイノルソン・リザーブ・フェスティバルレイノルソン・リザーブ・フェスティバルレイノルソン・リザーブ・フェスティバル    

イベント名（英語） Wongan Hills - Reynoldson Reserve Festival 

イベント日時 2013 年 11 月（日程詳細未定） 

開催場所 ウォンガンヒルズ（パース北東約 250 ㎞） 

概要 

 

毎年このエリアに自生するフェザーフラワーをメインにワイルドフラワーを満喫できるイ

ベント。様々なワイルドフラワーガイドツアーやライブコンサートなど花に囲まれたひと時

を過ごせます。 

リンク先 URL http://wongantourism.com.au/2012/08/16/29/ 
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イベント名イベント名イベント名イベント名    マーガレットリバー・グルメ・エスケープマーガレットリバー・グルメ・エスケープマーガレットリバー・グルメ・エスケープマーガレットリバー・グルメ・エスケープ    

イベント名（英語） Margaret River Gourmet Escape 

イベント日時 2013 年 11 月 22 日～24 日 

開催場所 マーガレットリバー周辺 

概要 

 

プレミアムワインで知られるマーガレットリバーで開催されるグルメイベント。世界各国か

らトップシェフを招き、オーストラリア人シェフとのコラボディナーや、料理デモンストレ

ーション、ワインセミナーなど、グルメにはうれしいイベントが盛りだくさんです。 

リンク先 URL http://www.gourmetescape.com.au/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    アイアンマン・西オーストリア・トライアスロンアイアンマン・西オーストリア・トライアスロンアイアンマン・西オーストリア・トライアスロンアイアンマン・西オーストリア・トライアスロン    

イベント名（英語） Ironman Western Australia Triathlon 

イベント日時 2013 年 12 月 8 日 

開催場所 バッセルトン 

概要 

 

毎年 12 月に行われるトライアスロン競技。鉄人とよばれる強靭な肉体のアスリートたちが

世界中から一堂に会して競います。日本から毎年参加しているアスリートも。早めの登録が

必要です。 

リンク先 URL http://ironmanwesternaustralia.com/ 

 

イベント名イベント名イベント名イベント名    マンジマップ・チェリー・ハーモニー・フェスティバルマンジマップ・チェリー・ハーモニー・フェスティバルマンジマップ・チェリー・ハーモニー・フェスティバルマンジマップ・チェリー・ハーモニー・フェスティバル    

イベント名（英語） Manjimup Cherry Harmony Festival 

イベント日時 2013 年 12 月 14 日～15 日 

開催場所 南西部（マンジマップ） 

概要 

 

西オーストラリアの中でもフルーツの産地として知られるマンジマップで行われるチェリ

ーの収穫を祝うイベント。たわわに実ったチェリーの木の下で楽しむランチやファッション

パレードなど様々なイベントが行われます。 

リンク先 URL http://www.cherryfestival.com.au/ 

 

情報提供：西オーストラリア州政府観光局 http://www.westernaustralia.jp/ 


