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ロトルア – 観光業 発祥の地 
 
1880 年代、タラウェラ山の麓、ロトマハ

ナ湖の湖畔には沈殿物のシリカででき

た階段状の 2 つのテラスがありました。 
 
世界 8 番目の不思議といわれたこのピ

ンクテラスとホワイトテラスを見物するた

めに、国内外から多くの人々がロトルア

を訪れるようになりました。まだ観光業と

いう概念がなかった当時から、地元テ・

アラワ族の人々は、訪れる人々を快くも

てなし、2 つのテラスへ案内していたの

です。 
 
当時、テラスまでの道のりは、決して楽なものではありませんでした。人々はまずタウランガからロト

ルア湖の湖畔にあるオヒネムトゥまで馬車道を通り、そこからバスに乗りテ・ワイロアへ向かいました

。そこから 2 時間をかけカヌーで移動し、タラウェラ湖とロトマハナ湖の間にある狭いぬかった地峡を

歩き、やっとのことで美しいテラスの末端までやってきたのです。 
 
ホワイトテラス（マオリ語でテ・タラタ、入れ墨を彫った岩の意）は面積 7 エーカーにもおよび、高さ 30
メートル、幅 240 メートルもありました。ピンクテラス（マオリ語でオトゥカプアランギ、曇り空から出る

泉の意）はホワイトテラスよりも低く小さいサイズでした。テラスは火口湖へ向かって下るように階段

状に連なり、ひとつひとつの段は数ミリから最大で 3 メートルほど高さがありました。それらの段の中

には青い水がたまっているものがあり、浸かるのにちょうど良い水温だったといわれています。 
 
1886 年 6 月 10 日に日付が変わってすぐ、突然タラウェラ山が爆発し、午前 2 時 30 分までには 3
つの頂上すべてが噴火を始めました。火口から空へ向かって、溶岩や灰が数千メートルもの高さま

で立ち上り、ロトマハナ湖の温泉を満たす役割をしていた熱水系は、玄武岩を含んだマグマによって

刺激され、午前 3 時 20 分には湖底

が爆発しました。その爆発とともに湖

畔にあったピンクテラスとホワイトテ

ラスは壊滅し、テ・アリキやモウラな

ど近隣の村は、岩、灰やガスなどの

噴出物を含む火砕流に飲み込まれ、

埋れてしまったのです。 
 
この大噴火は、二つのテラスを破壊

し、100 名以上の犠牲者を出しまし

た。その後、難を逃れた人々はファカ

レワレワへ移住しました。当時テラス

へ旅行者を案内したように、ファカレワレワでは現在も彼らの子孫が人々をもてなしています。今日で

も、海外からやってくる多くの旅行者がタラウェラ山やテ・ワイロア埋没村を訪れたり、ロトルア博物館

で噴火の歴史に触れる体験をしています。 
 

 
 



 
 
 
 
 

マナアキタンガ の心に触れる 
 
「マナアキタンガの心に触れる」 それがロトルアのテ

ーマです。ロトルアで「マナアキタンガ」を体験すれば、

ニュージーランドの本物の素晴らしさを感じることがで

きます。 
 
「マナアキタンガ」はマオリ文化に深く根ざした概念で

す。マナアキタンガとは、自分たちのもつ最高のものを惜しげなく客人に提供するという、最善のもて

なしを意味しています。提供するものは、必ずしも有形ではなく、自分たちの時間であったり、あるい

はロトルアの歴史そのものであることもあります。つまり、マナアキタンガとは、ロトルア全体が街を挙

げて、旅行者をもてなす心意気を示すものなのです。ロトルアで最初のガイド役を担ってきたテ・アラ

ワ族の人々は、昔から世代を超えて、温かいもてなしの心で各地からやってくる旅行者に接してきま

した。部族に伝わる伝説や歴史に耳を傾けたり、彼らの明るく楽しい気質に触れれば、ロトルアでの

滞在がより興味深いものとなることは間違いありません。 
 
その類まれなる自然景観だけでなく、ロトルアに根付いてきたもてなしの心は、160 年以上も前から

旅行者を引き付けてやみません。活火山の上や巨大な火口の真上に立ったり、ブクブクと沸き立つ

泥泉や噴出する間欠泉を見学したり、緑深い原生林や伝説の残る神聖な湖を訪れたり、ユニークな

見所の多いロトルアは世界でも二つとない観光地なのです。 
 
滞在の目的に関わらず、マナアキガンタは、ロトルアに一歩足を踏み入れた瞬間から、滞在中いたる

ところで実感できるものです。帰国の途についても、もてなしを受けた最高の体験はいつまでも心に

残ります。 
 
ナウ・マイ・ハエレ・マ・キ・ロトルア。 メ・テ・メア・コ・コプ、キ・テ・ランギ・コ・テ・ワイアリキ・キ・テ・フ

ェヌア。 
 
地熱活動により形成された美しい自然の中でロトルアの滞在をお楽しみください。 

 
 

タカランギ 
 
二重のらせんになった「タカランギ」は、デスティネーション・ロトルア・

ツーリズム・マーケティング（ロトルア地方観光局）のロゴです。 
 
コル（シダの芽）を象った新しい生命の息吹を表現しているこのロゴ

は、過去、現在と未来、祖先の守護、そしてマオリとヨーロッパ人との

融合、といった多くのものを象徴しています。 
 
この先端の開いた二重らせんのデザインは、船を安定させ、正しいコ



ースを進むために取り付けられたワカ（マオリのカヌー）のタウラパ（船尾に立てるポスト）の彫刻に使

用されてきたものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

今も生き続けるマオリ文化 
 

「トイ・テ・クプ、トイ・ト・マナ、トイ・テ・フェヌア」 
世代を超えて永遠に続く、マオリの言語、マナ（威信、尊厳）そして大地 

 

 
ロトルアには豊かなマオリ文化の歴史があります。マオリ文化を存分に体験できるところはロトルアを

おいて他にはありません。昔ながらのように地元の人々が身体を温めたり、調理に利用したりする温

泉の湧き出る地熱地帯の村を訪問してみましょう。マオリの伝統芸能に触れたり、彫刻や編み芸を試

してみるのもよいでしょう。チャンスがあれば、伝統的なマオリの食材を用いた料理を味わってみること

もできます。 
 

ファカレワレワ・サーマル・ビレッジは、タラウェラ山の噴火によって村を追われた人々が移住した場所

です。1880 年代当時にピンクテラスとホワイトテラスを案内していたように、彼らの祖先が今ここで、世

界中からやってくる旅行者をもてなしています。ファカレワレワ・サーマル・ビレッジは地熱活動が活発



な地熱地帯にあり、1 日に 2 回、歌や踊りなど伝統芸能を披露する文化パフォーマンスが催されてい

ます。 
 

ファカレワレワ・サーマル・リザーブ（地熱保護区）の端に位置するテ・プイアは、彫刻や編み芸など伝統

芸術の継承を目的として 1963 年にオープンしました。テ・プイアはマオリ文化の真髄や歴史に触れた

り、地熱活動を間近に見学できる有名なアトラクションです。 
 

オヒネムトゥは何百年も前からナティ・ファカウエ族の故郷です。1880 年初期から、テ・パパイオウル・

マラエ（集会場）と 1910 年建立のセント・フェイス教会が旅行者にも一般に公開されるようになりました。

水の上を歩いているかのように見える、伝統的なマオリのマントを羽織ったキリスト像の装飾で知られ

ています。 
 

これらは、ロトルアの日々の生活の一部でもあるマオリ文化を紹介しているアトラクションです。生活の

一部でありながらも、マオリ文化はかけがえのない特別なものです。 
 
 

 
 
 

大自然に身を委ねる 
 

      「ヘ・パイ・ランギ・タヒ」 
自然に親しむ素晴らしい 1 日を過ごす 

 

 
一般にアクセス可能な 14 の湖には、たくさんのマスが生息し、周囲にはいくつものハイキングコース

があります。緑深い森林や厳かな原生林を散策したり、湖へ流れ込む温泉に浸かったり、タラウェラ山

を空から眺めるヘリコピター遊覧を楽しんだり、ロトルアは都会の喧騒から離れ、心を解き放つのに最

適な観光地です。 



 
一歩郊外へ踏み出せば、ロトルアには息を呑むような自然風景の素晴らしい場所が多くあります。フィ

ッシングをしながらのんびりしたり、原生林の中で森林浴をしたり、湖畔でただ寛いだり、自然の中で

心身を癒すには理想的です。 
 

ロトイティ湖とタラウェラ湖は質のよいマスが釣れるトラウト・フィッシングで有名です。タラウェラ湖では

湖畔に温泉が湧くホット・ウォーター・ビーチへ船でアクセスすることができます。穴を掘って、地熱で温

められた温泉に浸かってみましょう。 
 

ロトルアには景観が良く、距離もさまざまなハイキングコースやトレッキングコースがいたるところにあり

ます。短い距離なら、ファカレワレワ・フォレストのレッドウッド・グローブがお勧めです。時間に余裕が

あるなら、ブルー湖周辺を散策したり、森林の中を歩いてみましょう。DOC（環境保全省）では、タラウ

ェラ湖、オカレカ湖やオカタイナ湖など、湖の間を結ぶいくつものルートを整備、管理しています。 
 

レインボー・マウンテンはその名のとおり、地熱活動により形成された色鮮やかな自然で知られていま

す。この山の頂上まで登るルートでは美しい景観を眺められます。 
 
 
 
 

 
 
 

アドベンチャーに挑戦 
 

「ウェロヒア・テ・ウェロ」 
 待ち受けるアドベンチャーにチャレンジ 

 



ロトルアは、バラエティ豊かな地形や自然を最大限に生かしたアドベンチャーの宝庫です。スリルを味

わいたい旅行者には見逃せない地域です。ロトルアには、スリルあふれる体験に飽き足らない人でも

興奮する究極のアクティビティが揃っています。 
 
タラウェラ山の火口を走って滑り降りたり、山の斜面をルージュで下ったり、バンジージャンプや急流

のラフティングやスレッジング（ボディーボードでの激流下り）も体験できます。営業するラフティングツ

アーの中では世界で一番の落差がある滝を下ります。 
 
ロトルアは世界有数のマウンテンバイク・コースが数多くあることでも知られています。景色の良いフ

ァカレワレワ・フォレストやフィリナキ・フォレストのコースを疾走してみましょう。 
 
 
ヘリコプターや水上飛行機に乗る遊覧飛行なら、上空からしか見られない一味違う景色を楽しめます。

タラウェラ山の斜面や、ニュージーランドでも唯一海上にある火山島、ホワイト島へ降り立つこともでき

ます。タンデム・スカイダイビングに挑戦し、空から点在する湖を眺めたり、プラスチック製の巨大なボ

ール、ゾーブに入って斜面を転がり落ちてみるのもお勧めです。360 度回転するスリル満点なジェット

ボート、でこぼこ道を馬やファームバイクに乗って進むサファリツアー、四輪バイクで道なき道を走るア

ドベンチャーもあります。 
 
家族連れでも一人でも、ロトルアなら誰にでも楽しめるアドベンチャーやアクティビティが揃っています。

決して飽きてしまうことなどありません。ちょっとしたアクティビティを体験したい方も、スリル満点のア

ドベンチャーを体験したい方も、満足のいくチャレンジが待ち受けています。 
 

 
 
 
 

心身を癒す 
 



「ケイ・テ・カマカマ・テ・ティカンガ」 
英気を養うために心身を癒す 

 

 
 
 
 

 
地熱活動による自然現象や天然温泉の湧くロトルアは、古くから「南太平洋を代表する天然温泉の地」

として知られ、旅行者を引き付けてきました。さまざまなタイプの天然温泉に浸り、疲れを癒すのはもち

ろん、マッサージやスパセラピーを受けたり、マッドラップ（泥パック）で痛みを和らげたり、といった体験

ができます。 
 

ロトルアは 3 つの火山、ルアペフ、トンガリロ、ナウルホエのそびえる北島中央部からベイ・オブ・プレン

ティの沖に浮かぶ火山島、ホワイト島まで、北東に連なる火山地帯の上に位置します。この活発な地熱

活動のおかげで、ロトルアでは泥、硫黄や温泉を使ったユニークなセラピーやマッサージを受けること

ができるのです。 
 

温泉の歴史は、マオリの人々が調理や治療を目的に温泉を使い始めた 160 年以上前にまでさかのぼ

ります。治療効果のある温泉は、疾患をやわらげたり、リューマチに効果があるとされています。 
 

天然温泉のスポットは地域内に点在しています。ケロセン・クリークはロトルア南部の森の中に、湖畔に

温泉の湧くホット・ウォーター・ビーチはタラウェラ湖の西部、ヒネモアズ・プールはロトルア湖に浮かぶ

モコイア島の中に位置しています。 
 

スパや泥を使ったセラピーやマッサージはリラックスするには最高の手段です。これらが体験できるロト

ルアは、心身を癒すには理想的な場所と言えるでしょう。天然温泉やミネラルいっぱいの泥に浸かれば、

活力が蘇るのを感じるはずです。 
 



 
 

大いなる大地の力 
 
 

「トイトゥ・ヘ・カインガ、ファトゥ・ナロンゴアロ・ヘ・タンガタ」 
たとえ人間が消え去っても、大地だけは残る 

 

 

ロトルアに近づくと、空気中をゆっくりとたなびく蒸気と共に硫黄が混じった独特なにおいを感じるでしょ

う。温泉の街としてロトルアは 160 年以上も旅行者を魅了してきました。フツフツと湧く泥、噴き上がる

間欠泉など、大いなる大地の力がロトルアならではのユニークな地形を作り出してきました。この地域

には地熱活動の活発な 4 つの見所があります。 
 

ファカレワレワは最も地熱活動の活発なエリアのひとつです。有名なポフツ間欠泉は 1 日に 20 回も

噴出します。人気のアトラクション、ファカレワレワでは、泥が湧き上がるようなマッドプールといった自

然景観はもちろん、マオリのパ（砦）や伝統工芸の実演を披露しているテ・プイアなども見学できます。 
 

ワイマングは、タラウェラ山の噴火による亀裂に沿って縦に 10 の火口が形成され、温泉湖ができた火

山渓谷です。ワイマング火山渓谷のハイライトは、ミルキーブルーの温泉をたたえるインフェルノ火口

です。 
 

ワイマングを過ぎると、ワイオタプ・サーマル・ワンダーランドがあります。多様な色彩から成るシャンパ

ン・プールと蒸気を上げる巨大なクレーターで知られています。毎日 10 時 15 分にはレディ・ノックス間

欠泉が噴出する様子を見学できます。 
 

ヘルズゲートでは、原産のマヌカツリーに囲まれたスパプールや泥温泉に浸かることができます。 
 

驚異の地熱活動によって形成された多様は自然景観を楽しめる街、それがロトルアなのです。 
 



 
 
 
 

マメ知識 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ワイマング火山渓谷は世界の中でも、形成が歴史に記録されている唯一の熱水系です。 
 

• 1886 年 6 月 10 日のタラウェラ山噴火の爆発音は遠くクライストチャーチやオークランドでも

聞こえたといわれます。15 億立方メートルを超える灰が 1 万 5 千平方キロメートル以上の

範囲にわたって降り注いだと推測されています。 
 

• ロトマハナ湖は北島で最も深い湖です。 
 

• ロトルアは 160 年以上前、ピンクテラスとホワイトテラスが世界 8 番目の不思議と呼ばれて

いたころから天然温泉地として知られていました。 
 

• 世界的に有名なアクティビティ「ゾーブ」はロトルアで発明されました。 
 

• ロトルアの人口の 3 分の 1 はマオリの人々が占めています。 
 

• 大部分のマオリの人々はロトルアの都市部に住んでいますが、周辺地域には約 35 のマラ

エが点在しています。 
 

• ロトルアは「ニュージーランドで最も美しい都市」に過去 4 回選ばれています。 
 

• ポリネシアン・スパの施設はプリースト・スプリングス（神父の泉）があった場所に建てられま

した。1878 年、アイルランド出身、タウランガ在住のマホーニー神父がここに手で温泉を掘り、

3 ヶ月間毎日浸かって関節炎を治したと伝えられています。 
 

• ロトルアには観光関連企業が 400 社以上あり、ロトルアの労働人口の 25%がこれらの企業

に雇用されています。 
 

• ロトルア市内には 150 の花壇があり、それぞれの花壇には年に 2 回、100～2500 本の植

物が植えられます。 
 



• ロトルアは海抜約 300 メートルの高さにあります。 
 



ロトルアを訪れる 10 の理由 
 
 
 
美味しい食事と温かいもてなし  
ロトルアには、カフェ、レストラン、バー、クラブなどが数多く

あり、魅力的な料理やワイン、エンターテイメントを楽しむこ

とができます。マオリのハンギ料理で伝統に触れたり、市内

の飲食店で最新スタイルの料理を味わったりしましょう。 
 
 
 
 
「南太平洋を代表する天然温泉の地」 
ロトルアは世界的に知られる温泉地です。くつろぎと癒しを

求めてやってくる旅行者のために、様々な温泉スパやヘル

ス（健康）関連のサービスが提供されています。 
 
地熱によって温められたプールやミネラルをたっぷり含んだ

温泉プールでゆっくりと体を休めるのが、一番人気がありま

す。美容と健康の点でも、天然ミネラルや温泉の資源を利

用したエステやマッサージといったサービスが増えてきています。 
 
 
光り輝く水辺 
ロトルアにはフィッシングができる湖が 11 も連なり、光り輝く

湖面が周囲の景観を引き立てています。これらの湖は多彩

なレジャーやスポーツにも利用されています。 
 
美しい森林や田園地帯に囲まれた、これらロトルアの一連

の湖は、地殻変動を伴った過去の火山活動によって形成さ

れました。ワイマング火山渓谷に隣接するロトマハナ湖（マ

オリ語で暖かい湖の意）は、1886 年のタラウェラ山噴火によって、2 つの湖がひとつに大きくなったも

のです。ロトルア湖が最大の湖で、ブルー湖が一番小さな湖です。 
 
湖ではクルーズ、カヤック、水上スキー、フィッシング、ウエイクボード、ウィンドサーフィン、セイリング

、ジェット・スキーなどが楽しめます。これらほとんどの湖は、旅行者でも簡単にアクセスできます。大

自然に抱かれたロトルアの湖や川では、このようなアドベンチャー・アクティビティはもちろん、ただゆ

ったりと寛ぐなど、思いのままの過ごし方ができます。 
 
マスが数多く生息するこの地域の湖や川では、最高のトラウト・フィッシングが楽しめます。プロのフィ

ッシング・ガイドがライセンスの取得から釣具の用意まで行い、そばで的確なアドバイスを提供します

。ロトルアは世界で最も簡単にマスを釣り上げることができる場所なのです。 
 
 
アドベンチャー天国  
アドレナリンが噴き出すようなアクションを求めているならロト

ルアがお勧めです。美しい大自然の中でスリル満点のアドベ

ンチャーが体験できます。 
 
タラウェラ山の火口で走ったり、岩肌を滑り降りたりしてみて

ください。リュージュに乗ったり、世界有数のマウンテンバイ

ク・コースを走ったりするのも楽しいでしょう。タワーから飛び

降りるバンジージャンプや、自由落下が味わえるスカイダイビングに挑戦するのも一興です。 





スポーツ、文化、音楽、ビジネス関連の各種イベントやコンフェレンスをはじめ、インセンティブツアー、

メディアや映画の撮影クルー、学校遠足、見学団体に至るまで、多くの人々で日々賑わいを見せて

います。 
 
ロトルアを本拠地とする主要なスポーツイベントには、「フレッチャー・チャレンジ・フォレスト・マラソン」

、「キャットアイ・ムーンライド」、「インターナショナル・ラリー・オブ・ロトルア」、「エクステラ・オフロード・

マルチスポーツ」、「インターナショナル・2 デー・ウォーク」、「クルンガイトゥク・ネットボール・トーナメ

ント」、「リーボック駅伝リレー」、「ワイカト・タフガイ」、「100km・ロトルア・タウポ・フライヤー」、「ワティ

ーズ・クリームドライス・ハーフマラソン」、「スペシャル K・ウィメンズ・トライアスロン」などがあります。 
 
また、「ロックウッド・アリア」、「オペラ・イン・ザ・パ」、「テ・アラワ・カパ・ハカ・フェスティバル」、隔年開

催の「アート・フェスティバル」、「チェンバー・ミュージック・フェスティバル」など、文化的なイベントも数

多く行われます。 
 
大晦日の「マルディグラ」、「セントラル・ノースアイランド・スワップ・ミート」、「国際トラウト・フィッシング

大会」、「タッグド・トラウト・コンペティション」にも、近隣や遠方から多くの人々が集まります。 
 
活発な地熱活動 
ロトルアは地熱活動の中心地です。市中心部からわずか数

分のところには、地中深くからシューシューと音を立て 30 メ

ートルもの高さまで勢いよく噴き出す間欠泉や、ごぼごぼと

泥が沸き上がるマッドプールを見ることができます。 
 
市郊外の地熱地帯では、ミネラル豊富な堆積物によって白、

ピンク、黄、ゴールド、オレンジ、赤など絵の具で塗られたよ

うな多様な色みの温泉が見られます。常に湯を湛える火口湖や亀裂から水蒸気が漏れ出す断崖な

ど、珍しい光景も目にすることができます。美しく雄大なこれらの風景を目の前にすれば、カメラを手

放せないことでしょう。 
 
美しい街並み 
ゴミ一つ落ちていない石畳の通りや、手入れの行き届いた

公園と庭園、開拓期時代のロトルアを彷彿とさせる丁寧に修

復されたチューダー様式の建造物など、ロトルア・ディストリ

クト・カウンシルが資金を投じて美しい街並み作りに努めて

います。 
  
ロトルアは毎年恒例の「キープ・ニュージーランド・ビューティ

フル・アワード」において、これまでに４回（1999 年、2000 年、2002 年、2006 年）も「ニュージーラン

ドで最も美しい都市」に選ばれています。 
 
 
今も生き続ける文化 
ニュージーランドでマオリ文化の中心地といえばロトルアで

す。その包み込むような温かさや民族の誇り、深い歴史観、

ユーモアに富んだ気質を直に体験してください。ロトルアの

テ・アラワ族の人々は、600 年以上もの間この土地で暮らし、

160 年以上にわたって旅行者にこの不思議な地熱地帯を案

内してきました。彼らの伝統的な温かいもてなしは、世代か

ら世代へと代々受け継がれています。ロトルアを訪れれば、

このような人々の温かさや内に秘めたエネルギーを感じることでしょう。多彩な美術品や工芸品、展

示物をはじめ、伝統的なハンギ料理、歌や踊りのパフォーマンス、そして地元のマオリの人々との出

会いなど、ロトルアにはマオリ文化を直接肌で感じる機会がたくさんあります。最新のマオリの革新

的な技術に感動したり、伝説や歌を通して歴史を分かち合ってみましょう。 



  

ロトルア・サステイナブル・ツーリズム・チャーター 
 
ロトルア・サステイナブル・ツーリズム・チャーターは、ロトルアの観光関連業者 54 社

を代表する協会です。 
会員には宿泊施設、アトラクションやアクティビティの催行業者、交通機関、各種旅行

関連サービス業者が含まれます。 
 
ロトルア地域における観光アクティビティ全体の最高 80%がこの 54 社で占められて

いると推定されます。 
 
協会では各会員に対し下記の点において継続的改善に努めることを求めています。 
 

• 地元コミュニティとマオリの人々に対するサポート 
 

• 自然環境と人的環境の保護 
 

• 自然資源と人的資源の有効利用 
 

• 法令の順守 
 

• 旅行者に対する安全で楽しくかつ有益な体験の提供 
 
会員による改善の例: 
 

• ミレニアム・ホテル・ロトルアでは客室のゴミ箱にビニール袋のかわりにペーパータオルを使

用し、ゴミとなるビニール袋を 1 日最高 200 袋削減しています。 
• 埋没村とヘルズゲート・サーマル・ビレッジでは多目的酵素洗剤を使用し、浄化槽での廃水

処理を助けています。 
• ロトルア・ダック・ツアーズとタマキ・ヘリテージ・エクスペリエンスでは車両の一部でカーボン

ニュートラルな燃料であるバイオディーゼルを使用しています。 
• ペッパーズ・オン・ザ・ポイントでは敷地内の結婚式用チャペル建設の際、中古建設資材をリ

サイクル利用しました。 
• レインボー・スプリングス・ネイチャー・パークのキーウィ・エンカウンターでは、地元の人がボ

ランティアとして参加できるプログラムを提供することにより、キーウィの飼育場を地元コミュ

ニティに開放、地域と一体となってキーウィの赤ちゃんを育てています。 
 
旅行者もサステイナビリティの輪における役割を担っています。旅行者がサステイナビリティを求める

ことは、観光関連業者にとってもサステイナビリティを追求する強いモチベーションとなるのです。詳し

くはウェブサイト www.sustainableNZ.com を参照してください。 



 

デスティネーション・ロトルア・ツーリズム・マーケティング 
 
デスティネーション・ロト

ルア・ツーリズム・マーケ

ティング（DRTM）のビジョ

ンは以下の通りです。 
 
ロトルアをエキサイティン

グで活気ある質の高い旅

行先として既存および新

規の市場に向けて継続

的なプロモーションを行う

ことにより、観光産業がロ

トルアの経済的、社会的

、環境的な福祉に最大の

貢献ができるように努め

ます。 
 
ニュージーランドにおける

文化および地熱活動の

中心地として世界に向け

さらなるプロモーションを

行い「南太平洋を代表する天然温泉の地」としてロトルアを発展させ続けます。 
 
各企業はそれぞれ別個の団体であり競争がより激しくなっていることを理解した上で、ロトルアのプロ

モーションという共通の目的のために一丸となって協力します。 
  
国内および海外での旅行販売、会議やインセンティブ、イベントなどのマーケティングをバランスよく

サポートし、季節的な変動を最小限に抑えた活気ある観光産業を維持することにより、ロトルアの経

済的利益につなげます。 
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