
乗馬・ATV（4輪バギー） 半日と一日 
催行会社 Blazing Saddles Adventures 

ケアンズで最も人気の乗馬とATV（4輪バギー）が体験できる場所.プロの乗馬＆ＡＴＶガイドが、初心者
から上級者までご案内。広大なオーストラリア・ケアンズの牧場を駆け巡り、忘れられない1日を送る事
ができるでしょう。 

プラン情報 

ツアー最小催行人数2名 催行日:毎日   取消規定  予約時にご確認ください。   

ツアーに含まれるもの   

•送迎  日本語ガイド  
乗馬 

ブレイジングサドルズでの乗馬はオーストラリアならではの荒涼としたアウトバック、熱帯雨林などの素
晴らしい景色を堪能できる事でしょう。 

私達の行っている乗馬コースは凛とした熱帯雨林の中をゆっくりと散策しながら歩き、その自然な空間
に浸ることが出来ます。 

さらに、ここブレイジングサドルズには初心者コースから上級者コースまで幅広く御座います。あなたに
合わせた馬を選び、安全な乗り方の説明を行った後、グループに分かれてレベルにあったコースにチ
ャレンジして頂きます。 

•私達の行っている乗馬の安全性はオーストラリア乗馬協会やその他の機構より「安全性を認定」され
ています。 
ATV-オール トレイン ビークル （4輪バギー） 

•４輪のバイクで熱帯雨林の中をグングン駆け抜けていきます。ジグザグに入り組んだコースを友達や
家族と一緒に、激しく楽 しく 過して下さい！ 
ちなみに、ATVと言うのはAll terrain vehicleの略で「全ての地形を走る乗り物」と言う意味です。 

•私達が安全についての説明を終えた後、ほぼ同じレベルの方達と一緒に走れるようにグループ分け
を行います。それからブレイジングの敷地内のオフロードを端から端までドロドロになりながらブンブン
走り回ります！それがブレイジング流ATVツアーです！ 

•ツアー終了後はホットドッグをご用意致しております。最後のツアー終了後はディナーを台無しにしな
い様、簡単な軽食をご用意しております。 

•こちらのツアーの中には安全についてのレッスンが含まれていますので、今までに乗った事が無い方
でも問題なくご参加頂けます。 

•私達は皆様が楽しんで頂けるよう、可能な限りサポートします。なぜなら、皆様と楽しく爽快に走り回る
為でもあるからです！ 

•年齢制限：12歳以上 – 経験、ライセンス等は必要ありません 。 

•必要な物：長いズボン、靴、T-Shirt（シャツまたはそでなしのシャツ）と日焼け止め。 

• ツアーに含まれる物：安全器材（ヘルメット等） 。 
•皆様に乗って頂くバイクは「ホンダTRX250,90」と呼ばれる物。こちらは非常にパワフルで、かるくアクセルを押しただけでも
勢いよく唸ります。更に 機動性が良く車よりも操作しやすい上、４輪と言う事もあって安定性抜群です。乗馬ツアーとは違う
コースを走り、向かう先々では沢山の水たまりや川などの ウォータートラップ、荒れた荒野に絶壁の下り坂。沢山のコース
があなたを興奮させ、その感動と振動はいつまでもあなたの手の中に残る事でしょう。運転に自 身の無い方はガイドのすぐ

後ろで走行して頂きます。また、小型のバイクも御座いますので、力に自信の無い方でも簡単に操作して頂けます。ぜひこ
ちらにお越し下さい。お待ちしております。 

コース 

●半日乗馬  ●半日ATV  ●一日乗馬 ●一日ATV ●一日 乗馬とATV 

http://japanese.blazingsaddles.com.au/prices-and-maps/
http://japanese.blazingsaddles.com.au/prices-and-maps/


乗馬・ATV（4輪バギー） 半日と一日 
催行会社 Blazing Saddles Adventures 

●半日乗馬 ホテル発08：45、10：45、1245、1445 の4回催行 

HR1   HR2  HR3   HR4          スケジュール詳細 

0845  1045  1245  1445   お泊りのホテルまでお迎え(必要であれば)。 

915  1115  1315  1515  ブレイジングサドルズに到着、（ヨーキーズノブ） フレンドリーなスタッフが 

                  あなたをお出迎え。 モーニングティー/アフタヌーンティーを楽しみながら  

                  ツアーについてのご案内。 

945  1145  1345  1545  ツアー用のヘルメットをお渡しします。安全な乗り方のご案内。 

                   ツアー中は低木林は熱帯雨林の中を散策しながらオーストラリアならで 

                  はの動物達や鳥達を馬の上から探します。 

1115 1315  1515  1615  ブレイジングサドルズの本部に戻って参ります。  

                  ランチ（ホットドック）/軽食(サンドウィッチ)。 

1200  1400  1600  1700  お泊りのホテルまでお送りします。 

●ATV 
ATV1  ATV2  ATV3  ATV4       スケジュール詳細 

0845  1045  1245  1445   お泊りのホテルへお迎え（必要であれば)。 

0915  1115  1315  1515  ブレイジングに到着（ヨーキーズノブ） フレンドリーなスタッフがあなたを 
                  お出迎え。モーニングティー/アフタヌーンティーを楽しみながらツアーに 
                  ついてのご案内。 

0945  1145  1345  1545  ツアー用のヘルメットをお渡しします。 安全な乗り方のご案内。 
                   ATVツアーは簡単なコースから始まり、スキルに合わせて少しずつ 
                  レベルが上がって行きます。 

1115  1315  1515  1615  ブレイジングサドルズ本部へ到着。 ホットドッグもしくは軽食。 

1200  1400  1600  1700  お泊りのホテルまでお送りします。 

●一日コース 
HR / ATV  HR / ATV  コンビネーションツアースケジュール詳細 

0845    1045  お泊りのホテルまでお迎え(必要であれば)。 

0915    1115  ブレイジングサドルズに到着、（ヨーキーズノブ） モーニングティー/ 
                  アフタヌーンティーを楽しみながらツアーについてのご案内。 

0945    1145  ツアー用のヘルメットをお渡しします。安全な乗り方のご案内。  
                  ツアー中は低木林は熱帯雨林の中を散策しながらオーストラリアなら 
                  ではの動物達や鳥達を馬の上から探します。 

1115    1315  ブレイジングサドルズの本部に戻って参ります。 ホットドッグ 

1145    1345  ツアー用のヘルメットをお渡しします。 安全な乗り方のご案内。 
                   ATVツアーは簡単なコースから始まり、スキルに合わせて少しずつ 
                  レベルが上がって行きます。 

1315    1515  ブレイジングサドルズの本部に戻って参ります。 ホットドッグ 

1400    1600  お泊りのホテルまでお送りします。 



乗馬・ATV（4輪バギー） 半日と一日 
催行会社 Blazing Saddles Adventures 

•ブレイジングサドルズ – Q&A 
Q. ブレイジングサドルズは何処にありますか 

•A. ケアンズより北へ10分ほど車を走らせた所のヨーキーズノブに位置します。 

Q. バスでの送迎はありますか？ 

•A. もちろんです。ケアンズ周辺とパームコーブ周辺より無料でお迎えに上がります。 

Q. 初心者でも大丈夫ですか？ 

•A. 初心者の方でも大丈夫です。経験豊かな方には満足して頂ける様グループ分けを致します。 

Q. ツアーの所要時間は？ 

•A. お迎えからお送りまでおよそ3時間ほどのツアーです。この中には移動、食事、安全のレッスンとアクティビティーを楽し
んで頂く時間が含まれています。 

Q. ガイドはツアーに来てくれますか？ 

•A. 必ずガイドが付きます。６人に付き1人の割合でご案内します。 

Q. ツアーは何人まで連れていく事が出来ますか？ 

•A. バギーのツアーでは最高12人、乗馬のツアーでは12人をご案内できます。ご要望が無い限り12人グループが最大です
。最小は1人で催行します。 

Q. あなたはガイドの経験はありますか？ 

•A. はい。私たちのガイドは全員、馬やバギーに関して熟知しております。彼らは親しみやすく、親切に教えてくれるのでご安
心ください。 

Q. 日本人ガイドはいますか？ 

•A. はい。日本人ガイドは必ずいます。 

Q. クレジットカードは使えますか？ 

•A. もちろんです。マスターカード、ビザ、アメリカンエクスプレスとエフトポスが使用可能です。 

Q. ベジタリアンの食事はありますか？ 

•A. ご用意できますが、事前予約が必要です。 

Q. 写真を撮りますか？ 

•A. はい。専属のプロのカメラマンにより彼方のお写真を思い出と共に綺麗に残します。 

Q. 定休日はありますか？ 

•A. はい。お正月とクリスマスが定休日です。それ以外は毎日催行しております。 

•馬について 

Q. 馬は何頭いますか？ 

•A. 30頭の元気な馬がいます。それぞれ個性があり馬同士にも相性があります。 

Q. どの様な馬をお持ちですか？? 

•A. 主にオーストラリアのカウボーイが使用していたストックホースと呼ばれる馬を使用しております。またアラビアなど各国
より乗馬に優れたクウォーターホースを取りそろえております。 

Q. 馬のサイズはどれくらいですか？ 

•A. 豊富な種類の馬を所持しておりますが、大体は高さ2メートルほどです。 

Q. 乗馬レッスンはありますか？ 

•A. はい。ツアー出発前に必ずガイドが安全な乗り方の説明を行います。皆さまが安全の確認をしてから出発いたします。 

Q. どの様な馬具を使用しますか？ 

•A. 安全性の高いオーストラリアのウェスタンサドルを使います。また、事故を防ぐために乗馬施設では唯一のクイックリリー
スメカニズムのあぶみを使用している施設です。 

•ATVについて   

Q. ATVは何台ありますか？ 

•A. ホンダのTRX２５０ｃｃと９０ｃｃが20台あります。 

Q. 免許は必要ですか？ 

•A. 免許は必要ありません。 乗り方は非常に簡単で、トラック内のコースも楽しく過ごせます。 

Q. ATVはどれくらい古いですか？ 

•A. 年に一度新しいバイクに交換するシステムです。 



乗馬・ATV（4輪バギー） 半日と一日 
催行会社 Blazing Saddles Adventures 

•安全基準と安全規約 

•経験の必要ではありません。私達は同じレベルの方たちでツアーを催行していきます。 

•ツアーに出発する前に安全についての説明、乗り方の説明を行 いその後簡単な操作を行って頂いた後に本コ
ースへと入って行きます。 安全性の高い馬具を使用しております 

•。ブレイジングではプロやレクリエーションライダー用に設計されたクイックリリースメカニズムを持つ安全な「あ
ぶみ」 などを使用する事によってオーストラリアの乗馬協会より「安全な乗馬施設」と認定を頂いております。 

•事故の危険性を減らす為の最善の方法は、経験豊かなスタッフを雇用し、高水準の安全性を彼らに訓練させる
事であると私達は考えています。私達はそれぞれの馬の個性を熟知し、馬とライダーがマッチする様に”馬と安
全についてのプログラム”を行っています。 

•ブレイジングサドルズが誇るツアーの優れた安全性を維持させるには、沢山の事前準備とスタッフへの十分なト
レーニングであり、それがアクシデントを避ける為の一番の方法であると理解しています。 

•「一頭一頭家族の様に世話をしているので、馬は最善の状態に居ます。」 

•「担当獣医 – マーリンコースト動物病院 

•ブレイジングサドルズは、現在オーストラリアの乗馬業界で設定されている最も高い安全基準の証明書を受け
取りました。 

•これらの2つの証明書は成し遂げるのがとても難しく、これらは安全性やコンディションが最も高い水準である事
を意味します。 

•ブレイジングサドルズが取得した証明書の項目には以下の物が含まれます： 

•安全なあぶみ  -新しい安全なあぶみの取り付け。ライダーの足を落馬した際にあぶみに引っかかるのを防ぎま
す。 

•歩行ガイド  -ガイドの１人がどんな状況でも援助出来るように、ライダーと歩いていなければなりません。 

•一般道へのアクセス   -乗馬コースは絶対に一般道に入ってはいけない。これは、馬が驚き、パニックに陥るの
を防ぎます。 

•馬の選択  -落ち着いた馬や穏やかな馬など、初心者でも乗れるものを選ばれなければなりません。元競走馬を
決してツアーに使ってはいけません。 

•スタッフトレーニング  -全てのリードガイドは、救急救護の資格を保持し、経験豊かなライダーでなければなりま

せん。日本語（または他の言語）スタッフは、日本語の馬に対して高水準の能力を身に付け、安全にお客様を案
内出来るようにする為にも訓練しなければなりません。 

•グループサイズe  -１つのグループに最大１２人まで、１人の乗馬ガイドと１人の歩行ガイドが付きます。 

•ブレイジングサドルズでは１人のガイド（歩行ガイドを含む）が連れていける人数を４人と決めています。 

•サドルを止める２つのベルト  -全てのサドルには必ず２つのベルトを使用します。最初に付けるベルトは主な胴
回り（下腹部）を締める物、そしてもうひとつは最初のベルトをバックアップします。 

•参加者のレッスンと能力  -ツアーに参加される方は必ず安全レッスンを受けなければなりません。 

•また、経験を伺いますが、正確にお答え頂きます。また参加の前に事前に免責同意書をお渡ししますが、この
同意書に必ずサインをして頂きます。 

•緊急処置  -緊急処置用具は定められた場所に設置し標識の周りには何も置かない事。 

•さらに、その為の施設を近くに設ける必要があります（例：救急車停留所）。 

•保険  -管理人は、オーストラリアの政府が定めた、公的義務と個人保険の証明を保持しなければなりません。 

•この証明書は、エージェントを通して定期的にチェックしなければなりません。 


