
Cairns

ケアンズ空港

ハートリース

トロピカルズー

ケアンズから4０分、
パームコーブから15分、
ポートダグラスから25分

グレートバリアリーフドライブ

現在のトロピカルズーからハートリースへと観光の舞台
が刷新されます。ハートリースまではトロピカルズーか
ら⾞で15分、パームコーブから北への道は海沿いの美し
い景色が続きます。この区間を含む“グレートバリアリー
フドライブ”はオーストラリアでも指折りのドライブウェ
イ、世界遺産エリアを通り抜ける区間でもあり、地元観
光局もグレートオーシャンロードに匹敵する素材として
再注目しています。

ハーリースアドベンチャーズ



世界遺産エリア

ハートリースは施設全体が世界遺産の
熱帯⾬林指定エリアに含まれています。
トロピカルズーよりもさらに自然に調
和した世界遺産の環境で観光をお楽し
みいただけます。

ハートリース

ハーリースアドベンチャーズ



82年の歴史

ハートリースの歴史は1933年、⼩さな
コーヒーショップとして始まりました。開
園当初の人気者クロコダイルの“チャー
リー”は地域のシンボルとなり、映画やド
キュメンタリーに出演するほど有名になり
ます。

残念ながら2000年に亡くなりましたが、
人間に飼育されたワニとしては最⻑寿の世
界記録を誇っています。
現在は剥製となり、入園口でお客様をお出
迎えしています。

2002年に現在地にパークを移動して、自
然と融合した新しく快適な施設を建設しま
した。
ハートリースはケアンズ地域で最も⻑く続
いているアトラクションの一つです。

ハーリースアドベンチャーズ



クロコダイルクルーズ

現在のハートリースといえばなんといっても、クロコダ
イルクルーズ︕ボートからの餌付けはオーストラリアで
も限られた場所でしか体験できないアクティビティです。
クロコダイルが放し飼いにされたラグーンでは、野生に
近い活発な生態をご覧いただけます。
所要時間︓２５分/ ３６人乗りｘ ２隻

2016年4月より3隻に増えます︕
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レストラン リリーズ

クロコダイルクルーズの舞台となるラグーンに面した雰囲気抜群の食事場所。朝食、昼食はもちろん、夜はナイト
アドベンチャーズのディナーファンクション会場となります。デッキからは放し飼いにされたクロコダイルがご覧

いただけます。

2016年4月に向け、デッキを増設します︕
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広い園内

敷地全てが世界遺産に含まれる自然溢れる園内。
4つのセクションに分かれたパークは全⻑2kmの遊歩道があり、
パークの裏側にはクロコダイルの養殖場が隣接しています。

☆ハートリースラグーン☆
クロコダイルが放し飼いにされたラグーンでは、ボートで散策。
ジャンプして捕食したり泳いだりと活発な姿をご覧いただけま
す。

☆ワイルドライフディスカバリートレイル☆
淡水ワニからイリエワニ、エリマキトカゲやトロピカルな鳥達
と出会う遊歩道。⾄近距離で⾒る巨⼤なクロコダイルは迫⼒で
す。

☆ゴンドワナゲートウェイ☆
数種類のワラビーが放し飼いにされ、珍しいフクロネコやコア
ラも観察できます。グループ専用の食事会場もございます。

☆カソワリィガーデン☆
ケアンズ周辺に生息する熱帯⾬林のシンボル、カソワリィを
テーマにしたエリア。世界遺産への植林体験はこちらで⾏いま
す。

☆クロコダイルファーム☆
アトラクションの⾏われるパークとは別にワニの養殖場が隣接
しています。ここではワニ⾰製品のための飼育が⾏われていま
す。

☆ハートリースラグーン☆

☆ワイルドライフディスカバリートレイル☆

☆ゴンドワナゲートウェイ☆

☆カソワリィガーデン☆

☆クロコダイルファーム☆

ハーリースアドベンチャーズ



ハーリースアドベンチャーズ

2016年4月に向けた、
施設のアップデート

• ツアー専用エリアの新設
(コアラ、カンガルー、ワラビー、ウォンバット)

• 新しいボートの増艇
• レストラン・ラグーンデッキの増設
• 写真エリアの増設
• ウォンバットエリアの新設
• 爬虫類館の新設

(タイパン、アオジタトカゲ、ニシキヘビ等)
• バードウォークの新設

(ワライカワセミ、フクロウ、ガマグチヨタカ等)
• 餌付けデッキの新設

(クロコダイルの餌付け)
• トイレの改築

ウォンバット

バード
ウォーク

餌付け
デッキ

コアラ
写真

食事
デッキ

新しい
ボート

専用
エリア

爬虫類
館

トイレ
改装

トイレ
改装

一般公開しない専用エリアで動物達との触合い
をお楽しみいただけます。コアラ観光、団体な

どでご利用いただく予定です。



コアラ抱っこ写真

高評価を受けているトロピカルズーのコアラ抱っこを継承
します。

☆コアラが横を向いたり、お客様が眼を瞑ったら撮り直し
をします。
☆お客様ご持参のカメラで撮影できます。(ケアンズでは当
グループのみ)
☆ご持参のカメラであればお友達やカップル、ご家族で撮
影できます。
☆お客様にとっては『一生に一度の記念撮影かもしれな
い』がポリシーです。
☆多くのツアーガイドさんからもケアンズでNo.１のコアラ
写真と評価されています。
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コアラドルとは︕︖

好評の園内専用通貨をハートリースにて引き継ぎます。記念
品としてお持ち帰りいただくのも良いですし、園内のお⼟産
店やコアラ写真のお⽀払いで実際にご利用いただくこともで
きます。進呈するのは2KOALLARSで$2として使えます。⼤
きさはオーストラリア紙幣とほぼ同じサイズで、しっかりし
た作りです。

・使える場所︓コアラ写真、お⼟産店（カフェ TBA）
・使用⽅法︓一回のお⽀払いでご利用できるのは一枚のコアラドル

コアラ抱っこ写真やお⼟産店でご利用いただけます︕
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オージーアニマルスタンプラリー︕

トロピカルズーで定番の人気アクティビティを継承︕園内に
設置されたアニマルスタンプを集め、楽しみながらオージー
アニマルのマメ知識を学べます。

コアラやクロコダイルなどオージーアニマルのレクチャー
を飼育員がお話します。現地ツアーガイドが⽇本語訳を⾏
い、観るだけでは分からない楽しいお話が満載です。

オージーアニマルレクチャー

団体
旅⾏

クロコダイルショー

訓練された飼育員が⾏う迫⼒のプログラム︕５ｍの巨⼤な
クロコダイルが躍動する、⼿に汗握る⾒ごたえのある
ショーです。プログラム以外の時間帯でグループ専用に⼿
配が可能です。

世界遺産の森への植林

世界遺産の森への植林体験。植林の証明書やプレート
の発⾏も可能です。

オージーアニマルとの触合い

コアラだけじゃない︕ハートリースだからできるオー
ストラリアならではの動物達との触れ合い体験です。
人数やご希望に応じてアレンジをいたします。
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クロコダイルファームツアー

パークに隣接したクロコダイルファームを⾒学するアクティビティ。実際にクロコダイルを⾒学するのはもちろ
ん、卵を孵化させる温度で性別をコントロールする技術のお話など学習的な要素も含んだアクティビティです。
デイリープログラムの他、団体スケジュールでのアレンジも可能です。

〜ファームのお話〜
・ファームがワニ⾰を供給することによって
野生の個体の保護に役⽴っています。

・⾰はシンガポールや⽇本に輸出され、なめ
した後ルイヴィトンなどヨーロッパの高級ブ
ランド製品の素材となります。

・一定の温度で孵化させると90％の確⽴で性
別をコントロールできます。

・一番高価なのはお腹の皮。肉は食用となり
ます。愛知万博オーストラリア館で話題と
なったワニバーガーは当園が提供しました。

ハーリースアドベンチャーズ
団体
旅⾏団体旅⾏



お客様が楽しみにしているのはオーストラリアの動物達
ケアンズで最もたくさんのオージーアニマルと触れ合うことができる︕

体験型ワイルドライフパークへと刷新されます。
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オーストラリア、オーストラリア、オーストラリア、オーストラリア、

それも、ケアンズでしかできない体験。それも、ケアンズでしかできない体験。それも、ケアンズでしかできない体験。それも、ケアンズでしかできない体験。

洗練されたディナー、野趣味溢れる空間、洗練されたディナー、野趣味溢れる空間、洗練されたディナー、野趣味溢れる空間、洗練されたディナー、野趣味溢れる空間、

誰にも邪魔されない貸切の夜。誰にも邪魔されない貸切の夜。誰にも邪魔されない貸切の夜。誰にも邪魔されない貸切の夜。



貸切専用貸切専用貸切専用貸切専用のののの特別な宴特別な宴特別な宴特別な宴

ハートリースハートリースハートリースハートリース ナイトナイトナイトナイト アドベンチャーズアドベンチャーズアドベンチャーズアドベンチャーズ



☆食事会場食事会場食事会場食事会場-リリーズリリーズリリーズリリーズ☆

～レストラン～レストラン～レストラン～レストラン リリーズ～リリーズ～リリーズ～リリーズ～

クロコダイルクルーズの舞台となるラグーンに面した雰囲気抜群の食事会場となります。クロコダイルクルーズの舞台となるラグーンに面した雰囲気抜群の食事会場となります。クロコダイルクルーズの舞台となるラグーンに面した雰囲気抜群の食事会場となります。クロコダイルクルーズの舞台となるラグーンに面した雰囲気抜群の食事会場となります。
デッキからは放し飼いにされたクロコダイルがご覧いただけます。デッキからは放し飼いにされたクロコダイルがご覧いただけます。デッキからは放し飼いにされたクロコダイルがご覧いただけます。デッキからは放し飼いにされたクロコダイルがご覧いただけます。

最小最小最小最小35353535名～最大名～最大名～最大名～最大140140140140名名名名((((マーキー利用でマーキー利用でマーキー利用でマーキー利用で250250250250名名名名))))
2016201620162016年年年年4444月以降は最大月以降は最大月以降は最大月以降は最大200200200200名となります。名となります。名となります。名となります。



☆食事会場食事会場食事会場食事会場☆

～オージー～オージー～オージー～オージーBBQBBQBBQBBQナイトズーメニュー～ナイトズーメニュー～ナイトズーメニュー～ナイトズーメニュー～

迫力の迫力の迫力の迫力のBBQBBQBBQBBQにシーフード、デザートまで、特別なパーティーに相応しいクオリティの高いメにシーフード、デザートまで、特別なパーティーに相応しいクオリティの高いメにシーフード、デザートまで、特別なパーティーに相応しいクオリティの高いメにシーフード、デザートまで、特別なパーティーに相応しいクオリティの高いメ
ニューをご提供します。オーストラリアビール、ワインを含んだドリンクパッケージもございます。ニューをご提供します。オーストラリアビール、ワインを含んだドリンクパッケージもございます。ニューをご提供します。オーストラリアビール、ワインを含んだドリンクパッケージもございます。ニューをご提供します。オーストラリアビール、ワインを含んだドリンクパッケージもございます。



☆アクティビティ☆アクティビティ☆アクティビティ☆アクティビティ☆☆☆☆

～クロコダイルの餌付けショー～～クロコダイルの餌付けショー～～クロコダイルの餌付けショー～～クロコダイルの餌付けショー～

特設ステージで行われる迫力のショー。特設ステージで行われる迫力のショー。特設ステージで行われる迫力のショー。特設ステージで行われる迫力のショー。4m4m4m4mを超す巨大なクロコダイル達にプロの飼育員が素手を超す巨大なクロコダイル達にプロの飼育員が素手を超す巨大なクロコダイル達にプロの飼育員が素手を超す巨大なクロコダイル達にプロの飼育員が素手
で餌付けを行います。で餌付けを行います。で餌付けを行います。で餌付けを行います。



☆アクティビティ☆アクティビティ☆アクティビティ☆アクティビティ☆☆☆☆

～クロコダイルとヘビのタッチ～～クロコダイルとヘビのタッチ～～クロコダイルとヘビのタッチ～～クロコダイルとヘビのタッチ～

可愛い子ワニと大きなニシキヘビが登場、触ったり、記念撮影が可能です。可愛い子ワニと大きなニシキヘビが登場、触ったり、記念撮影が可能です。可愛い子ワニと大きなニシキヘビが登場、触ったり、記念撮影が可能です。可愛い子ワニと大きなニシキヘビが登場、触ったり、記念撮影が可能です。
好きな方は歓喜の声を、苦手な方は罰ゲーム的に、間違いなく盛り上がるアクティビティです。好きな方は歓喜の声を、苦手な方は罰ゲーム的に、間違いなく盛り上がるアクティビティです。好きな方は歓喜の声を、苦手な方は罰ゲーム的に、間違いなく盛り上がるアクティビティです。好きな方は歓喜の声を、苦手な方は罰ゲーム的に、間違いなく盛り上がるアクティビティです。



～ナイトクロコダイルクルーズ～～ナイトクロコダイルクルーズ～～ナイトクロコダイルクルーズ～～ナイトクロコダイルクルーズ～

巨大なクロコダイルが放し飼いにされた園内に広がるラグーン。夜のクルーズでは餌付けは行巨大なクロコダイルが放し飼いにされた園内に広がるラグーン。夜のクルーズでは餌付けは行巨大なクロコダイルが放し飼いにされた園内に広がるラグーン。夜のクルーズでは餌付けは行巨大なクロコダイルが放し飼いにされた園内に広がるラグーン。夜のクルーズでは餌付けは行
いませんが、スポットライトで闇の中に光る眼を頼りに彼らを探す特別な体験です。いませんが、スポットライトで闇の中に光る眼を頼りに彼らを探す特別な体験です。いませんが、スポットライトで闇の中に光る眼を頼りに彼らを探す特別な体験です。いませんが、スポットライトで闇の中に光る眼を頼りに彼らを探す特別な体験です。

((((乗船時間約乗船時間約乗船時間約乗船時間約20202020分、３６人乗り分、３６人乗り分、３６人乗り分、３６人乗りxxxx ２隻２隻２隻２隻) ) ) ) 

2016201620162016年年年年4444月以降は月以降は月以降は月以降は3333隻となります隻となります隻となります隻となります

☆アクティビティ☆アクティビティ☆アクティビティ☆アクティビティ☆☆☆☆



☆サンプルスメニュー☆サンプルスメニュー☆サンプルスメニュー☆サンプルスメニュー☆☆☆☆

ビーフテンダーロインステーキビーフテンダーロインステーキビーフテンダーロインステーキビーフテンダーロインステーキ
チキンのマリネチキンのマリネチキンのマリネチキンのマリネ ハニーソイソースハニーソイソースハニーソイソースハニーソイソース

白身魚のグリル白身魚のグリル白身魚のグリル白身魚のグリル
ローストポテトローストポテトローストポテトローストポテト

海老のスチーム海老のスチーム海老のスチーム海老のスチーム
コールスローサラダコールスローサラダコールスローサラダコールスローサラダ

グリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダグリーンサラダ
パン＆バターパン＆バターパン＆バターパン＆バター

フレッシュフルーツサラダフレッシュフルーツサラダフレッシュフルーツサラダフレッシュフルーツサラダ
マンゴーチーズケーキマンゴーチーズケーキマンゴーチーズケーキマンゴーチーズケーキ

パブロバパブロバパブロバパブロバ((((オーストラリアの伝統的なケーキオーストラリアの伝統的なケーキオーストラリアの伝統的なケーキオーストラリアの伝統的なケーキ))))

スタンダードドリンクパッケージスタンダードドリンクパッケージスタンダードドリンクパッケージスタンダードドリンクパッケージ((((別料金別料金別料金別料金))))
またはデラックスドリンクパッケージまたはデラックスドリンクパッケージまたはデラックスドリンクパッケージまたはデラックスドリンクパッケージ

スパークリングワイン、白ワイン各種、スパークリングワイン、白ワイン各種、スパークリングワイン、白ワイン各種、スパークリングワイン、白ワイン各種、
赤ワイン各種、ビール各種赤ワイン各種、ビール各種赤ワイン各種、ビール各種赤ワイン各種、ビール各種

飲み放題は飲み放題は飲み放題は飲み放題は1111時間単位で設定が可能です。時間単位で設定が可能です。時間単位で設定が可能です。時間単位で設定が可能です。(1(1(1(1時間～４時間時間～４時間時間～４時間時間～４時間))))
デラックスの場合は各お飲み物のグレードが高くなります。デラックスの場合は各お飲み物のグレードが高くなります。デラックスの場合は各お飲み物のグレードが高くなります。デラックスの場合は各お飲み物のグレードが高くなります。



☆サンプルスケジュール☆サンプルスケジュール☆サンプルスケジュール☆サンプルスケジュール☆☆☆☆

17:1517:1517:1517:15 ケアンズ市内出発ケアンズ市内出発ケアンズ市内出発ケアンズ市内出発
((((海沿いの海沿いの海沿いの海沿いのグレートバリアリーフグレートバリアリーフグレートバリアリーフグレートバリアリーフドライブをお楽しみくださいドライブをお楽しみくださいドライブをお楽しみくださいドライブをお楽しみください))))

18:0018:0018:0018:00 ハートリース到着ハートリース到着ハートリース到着ハートリース到着
ウェルカムドリンクウェルカムドリンクウェルカムドリンクウェルカムドリンク
子ワニとヘビのタッチ、記念撮影子ワニとヘビのタッチ、記念撮影子ワニとヘビのタッチ、記念撮影子ワニとヘビのタッチ、記念撮影

18:3018:3018:3018:30 ナイトクロコダイルクルーズナイトクロコダイルクルーズナイトクロコダイルクルーズナイトクロコダイルクルーズ
18:50 18:50 18:50 18:50 クロコダイルの餌付けショークロコダイルの餌付けショークロコダイルの餌付けショークロコダイルの餌付けショー

((((人数に応じてアクティビティをスワップ人数に応じてアクティビティをスワップ人数に応じてアクティビティをスワップ人数に応じてアクティビティをスワップ))))

19:15     19:15     19:15     19:15     ディナー会場へディナー会場へディナー会場へディナー会場へ
乾杯、スピーチ、お食事など乾杯、スピーチ、お食事など乾杯、スピーチ、お食事など乾杯、スピーチ、お食事など
((((ご希望に応じてゲームや出し物などご希望に応じてゲームや出し物などご希望に応じてゲームや出し物などご希望に応じてゲームや出し物など))))

20:1020:1020:1020:10 デザートデザートデザートデザート
締めのスピーチなど締めのスピーチなど締めのスピーチなど締めのスピーチなど

20:40      20:40      20:40      20:40      お食事終了お食事終了お食事終了お食事終了
21:00 21:00 21:00 21:00 ハートリース出発ハートリース出発ハートリース出発ハートリース出発
21:4521:4521:4521:45 ケアンズ市内到着ケアンズ市内到着ケアンズ市内到着ケアンズ市内到着

上記スケジュールは実際に行われた団体のサンプルです。上記スケジュールは実際に行われた団体のサンプルです。上記スケジュールは実際に行われた団体のサンプルです。上記スケジュールは実際に行われた団体のサンプルです。
こちら以外でもご希望に応じて調整が可能です。こちら以外でもご希望に応じて調整が可能です。こちら以外でもご希望に応じて調整が可能です。こちら以外でもご希望に応じて調整が可能です。



☆その他のインフォメーション☆その他のインフォメーション☆その他のインフォメーション☆その他のインフォメーション☆☆☆☆

・最小３５名様から最大１４０名様まで園内完全貸切が可能。・最小３５名様から最大１４０名様まで園内完全貸切が可能。・最小３５名様から最大１４０名様まで園内完全貸切が可能。・最小３５名様から最大１４０名様まで園内完全貸切が可能。(2016(2016(2016(2016年年年年4444月以降は最大月以降は最大月以降は最大月以降は最大200200200200名名名名))))

・オーストラリアでもここでしかできない、夜のクロコダイルクルーズとディナーの組合せ。・オーストラリアでもここでしかできない、夜のクロコダイルクルーズとディナーの組合せ。・オーストラリアでもここでしかできない、夜のクロコダイルクルーズとディナーの組合せ。・オーストラリアでもここでしかできない、夜のクロコダイルクルーズとディナーの組合せ。

・日本の外食産業の団体様を唸らせた食事のクオリティ。・日本の外食産業の団体様を唸らせた食事のクオリティ。・日本の外食産業の団体様を唸らせた食事のクオリティ。・日本の外食産業の団体様を唸らせた食事のクオリティ。

・オーストラリア屈指の景観を走るグレートバリアリーフドライブ・オーストラリア屈指の景観を走るグレートバリアリーフドライブ・オーストラリア屈指の景観を走るグレートバリアリーフドライブ・オーストラリア屈指の景観を走るグレートバリアリーフドライブ

・世界遺産の熱帯雨林エリアに含まれている園内。・世界遺産の熱帯雨林エリアに含まれている園内。・世界遺産の熱帯雨林エリアに含まれている園内。・世界遺産の熱帯雨林エリアに含まれている園内。

・雰囲気の良い清潔な施設。・雰囲気の良い清潔な施設。・雰囲気の良い清潔な施設。・雰囲気の良い清潔な施設。


