
はれがさやアクティビティーズ
TEL：0241-23-9018（9時～20時）
E-mai l：info@moku2-outdoor.com

福島県‧会津‧裏磐梯の
教育旅⾏アクティビティは
私たちにお任せください。

弊社Webサイトにて電⼦版パンフレットをご覧いただけます。 https://moku2-outdoor.com

1996年の設⽴から
⻑年の経験を活かした
アクティビティは
幼稚園から⼤学まで
毎年多くの教育機関に
ご利⽤いただいております。

登⼭（磐梯⼭） トレッキング（雄国沼）

カヤック体験

カナディアンカヌー体験トレッキング（五⾊沼）



�

弊社の活動フィールドである裏磐梯の⾃然を
守るためにも、SDGsの⽬標達成と持続可能な
観光の実現に向け課題解決に取り組んでいます。

問い合わせ先：合同会社はれがさやガイド本舗
〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村桧原曽原山1096-439

TEL：0241-23-9018（9時〜20時）/FAX：0241-23-9091

E-mail：info@moku2-outdoor.com

はれがさやアクティビティーズ
が 選ばれる理由

1.⽬的や個性で選べる豊富なアクティビティ

2.安全‧安⼼の公認スクール！有資格ガイド！

3.安全に配慮したガイドレシオ設定！

様々な得意分野を持ったガイドが所属し、地域と
連携している弊社だからこそ、魅⼒的なアクティ
ビティの数々をご提供できます。
アクティブなものからインドアで落ち着いて楽し
むものまで、旅⾏の⽬的や⽣徒さんの個性に合わ
せたアクティビティをご選択いただけます。

弊社は、福島県内で唯⼀の⽇本カヌー連盟公認ス
クールです。また、⽇本⼭岳ガイド協会認定ガイ
ドが所属する地域で唯⼀のガイドカンパニーでも
あります。（2022年現在）
他にも様々な資格を持ったガイドが所属しており
ますので、安⼼してガイドをご依頼ください。

ガイドレシオとは、ガイド1名あたり何名までの
ゲストをご案内するかという数値⽐です。弊社で
はガイドレシオを設定することが現実的ではない
学校登⼭等を除き、アクティビティごとに安全に
配慮したガイドレシオを明確に設定しております。

はれがさや
アクティビティーズ

（ 旧：裏磐梯もくもく自然塾 ）

MTBサイクリング体験

釣り体験

蒔絵体験
ハーブ
クラフト体験

ネイチャー
スキー体験

スノーシュー
体験
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カヤック体験 ・ カナディアンカヌー体験 ・ MTB高原サイクリング体験 ・ 釣り体験

3.　登山・トレッキング体験　　 登山・トレッキング - 1/4 ～ 4/4
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はれがさやアクティビティーズ　2023年度　教育旅行向け体験プログラム

はじめに

[お申し込み ～ 体験当日までの流れについて]

1.　お申し込み（手配の都合がございますので、利用希望日の3ヶ月前までにご依頼ください。）

※その後は空き状況に応じ、要相談になります。

①ご希望のお日にちと時間帯、②団体名、③人数、④ご希望の内容　をそえて、予約依頼書（任意の書式）

をFAXまたはEメールでお送りください。

※旅行会社さまにご旅行の企画・手配等を依頼している場合は、トラブル防止のために必ず旅行会社さま

を通してご依頼ください。

※「仮予約」をご希望の際は、予約の確定期限（例えば入札結果がわかる目安）を一緒にお知らせください。

2.　受入れ可否のご返信をお送りいたします。

不足事項など、弊社で必要となる情報を聞き取りさせていただきますのでご協力ください。

3.　予約確定

※仮予約の場合も、日程を確保した時点で予約確定と同等の扱いになります。

（キャンセル料の対象になりますのでご注意ください。）

4.　アクティビティの決定　（決定期限：予約日の2ヶ月前まで）

●登山・トレッキングの場合　・・・・ご希望のコースをお決めください。

※複数コースに分かれる場合は、各コースごとに必要なガイド数も併せてお知らせください。　

●アウトドア ・ インドア体験の場合　・・・・　利用するアクティビティをお決めください。　

※生徒のみなさんにお話しする前に、まずは弊社にご連絡ください。

※釣りやクラフト体験は、この時点で委託事業者に発注依頼をいたします。

お受入れ不可の場合もあるため、利用を希望される際はお早めにご連絡ください。

5.　人数の決定　（決定期限：予約日の1ヶ月前まで）

●登山・トレッキングの場合　・・・・　複数コースに分かれる場合は、各コースの人数内訳をお決めください。

●アウトドア ・ インドア体験の場合　・・・・　各アクティビティの人数内訳をお決めください。

※最少・最大人数にご注意ください。

※人数決定以降は大幅な変更をお受けできません。ご注意ください。

6.　最終確認　（期限：22日前まで）※取消料は21日前から発生します。

①行程表（または、しおりの該当ページ）、②当日の連絡先（添乗員様のお名前とご連絡先など）、

③お支払い方法、④あれば変更点をお知らせください。

7.　体験前日

ご人数の変更など、変更点がございましたら前日までにご連絡ください。

8.　体験当日

集合場所にてガイドと合流。体験実施です。

※悪天候予報の場合、催行判断は当日行いますので、お電話にてお問い合わせください。
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はれがさやアクティビティーズ　2023年度　教育旅行向け体験プログラム

はじめに

[教育旅行プログラム共通　傷害保険/賠償責任保険について]

参加費、ガイド料にはケガ等に対応する傷害保険料は含まれておりません。

参加費を抑えるための措置としてご理解いただければ幸いです。

傷害保険の加入をご希望の場合は前日までにご連絡ください。

※保険会社：AIG損害保険（普通傷害保険）

※保険代（参加費と別途発生）

・トレッキング・スノーシュー：100円/名

・登山・サイクリング・カヌー・カヤック・ネイチャースキー：400円/名

※補償内容　…　死亡：700万円　、　後遺障害：障害等級に応じて死亡保険金額の4～100％ 　、

　　　　　　　　　　　 入院（日額）：6,000円 (180日限度)、通院（日額）：4,000円（90日限度）

また、スタッフの過失により発生した事故で法律上の賠償責任を負ったときは、下記内容の保険に

加入しております。

ただし、お客様の不注意による器物損壊などは保険の対象外となります。

※保険会社：あいおいニッセイ同和損保（賠償責任保険）

※保険代　…　対人賠償：1事故　5億円

※この資料は予告なく内容が変更される場合があります。（2022年11月版） 
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はれがさやアクティビティーズ　2023年度　教育旅行向け体験プログラム

アウトドア体験

［アウトドア体験プログラムのご案内］

[アウトドア体験　実施期間]
　・5月上旬～10月中旬まで

10月になると、平均気温が15℃を下回ります。カヌー・カヤック体験を選択された際は、

低体温症の危険を防ぐため、体験時間を短くする場合がございます。

[複数アクティビティに分かれる際の注意事項]

　・各アクティビティごとに最少・最大人数が違いますのでご注意ください。

　・ガイド手配の都合上、学校様の規模に合わせたアクティビティ数（選択数）をご提案させていただきます。

　  少規模校（70名以下）の場合、各アクティビティの受入れ人数枠を当社規定のガイドレシオに準じて調整

　　させていただく場合がございますのでご了承ください。

　・当日のご予約状況によって、ご選択いただけるアクティビティを限定させていただく場合がございます。

　　その際は、受入れ可能なアクティビティをご提案いたしますので、ご検討いただけますと幸いです。

[キャンセル規定]

※体験のご予約を取り消した場合　…　22日前まで：無料 、21日前～8日前：半額　、7日前以降：全額

　・当日集合前 に悪天候等の理由により主催者側の判断で催行を中止した場合は、上記の対象外となります。

　・当日集合後（実施前） に主催者側の判断で催行を中止した場合は上記キャンセル料の対象外とはなりますが、

ガイド1名あたり3,000円 のキャンセル料をご請求します。

※体験人数が減少した場合　…　前日19時30分まで：無料　、　左記以降：全額

　・午後の体験における、当日午前の人数変更においても上記の対象となります。

　・人数の減少により該当プログラムの最少催行人数を下回った場合は、プログラム自体の催行はいたしますが、最少

催行人数分の料金を頂戴いたします。

　・催行日の21日前以降に、最初のご予約人数より、40％以上の人数減少があった場合は、減少した人数の半額分の

キャンセル料をご請求します。

　・餌釣り体験のみ、餌の仕入の都合上、2日前からキャンセル料（餌代：400円/名）が発生します。
　　当日悪天候で体験が中止となった際も同様に、餌代をご請求いたします。

[悪天候時の対応について]
　・台風等により明らかな悪天候が予想される場合を除き、主催者側の天候による催行判断は当日行います。

　　（標高が高く、地形的な影響もあり天気予報の適中率があまり高くないため。）

　・弱い雨（目安として3㎜未満）であれば実施可能ですので、雨具（傘は不可）をご用意ください。
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はれがさやアクティビティーズ　2023年度　教育旅行向け体験プログラム

アウトドア体験

［アウトドア体験プログラムの全体の流れ］　
※すべてのアクティビティ、「1.合流」～「4.終了」 までの設定時間が、 1.5～2時間 です。

1.　集合場所にてガイドと合流

・「休暇村多目的広場駐車場」にてガイドと合流します。　※公共の駐車場、公共のお手洗いがございます。

・各体験場所にお手洗いが無いため、必ず全員、こちらでお手洗いを済ませてください。

・選択制で複数のアクティビティに分かれる際は、こちらで体験ごとに分かれます。

2.　体験場所に移動

・カヤック体験　・・・・・・・・・・・　集合場所から、学校のバスで体験場所まで移動 します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイドは自車でバスを先導し、道案内します。（バス移動約5分）

・カナディアンカヌー体験　・・・　集合場所から、学校のバスで体験場所まで移動 します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイドは自車でバスを先導し、道案内します。（バス移動約3分）

・MTB高原サイクリング体験　・・・　集合場所から徒歩で体験場所に移動 します。（徒歩約3分）

・釣り体験　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　集合場所から徒歩で体験場所に移動 します。（徒歩約3分）

※他、クラフト体験やトレッキングも選択された際は、バス移動が必要になるアクティビティがごさいます。

※バスの台数と乗車定員にご注意ください。

※バスは移動後、体験場所の近くで待機いただきます。

3.　体験開始

・各体験場所に移動後、ガイドの挨拶、注意事項の説明をしてから体験開始です。

・ガイドの指示に従って、体験をお楽しみください。

・2時間設定の場合、講習を含めた体験時間は約90分になります。

・引率教員は「MTB高原サイクリング体験」のみ、1名の参加が必須です。

　その他の体験は近くで見学（バス内で待機）でも構いません。

　すべてのアクティビティ、ご希望があれば教員の参加は可能です。

　参加希望の際は、事前に参加人数をお知らせください。

4.　体験終了

・使用した道具を返却し、各体験場所にてガイドと解散です。

[体験のながれについて　注意事項]
　・実施時間は、午前は8:00～12:00、午後は12:30～16:00 の範囲内で設定ください。

　　（10月は日が短くなるため、 8:30～12:00、12:30～15:30までになります。）

　・設定時間の中に、着替えの時間は含まれていません。

　　着替えが必要な場合は、ガイドと合流前または体験終了後に時間を設けてください。

  ・更衣室のご用意はございません。

　　体験前後の着替えは、バス車内または集合場所の公衆トイレをご利用ください。

    更衣室の手配をご希望の際は、集合場所最寄りの「多目的ホール」の使用について、休暇村裏磐梯様

　　（0241-32-2421）へ直接お問い合わせください。
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はれがさやアクティビティーズ　2023年度　教育旅行向け体験プログラム

アウトドア体験

クラス単位など、大人数の受け入れ可能！　アウトドア体験で一番人気　「カヤック、カヌー体験」

（1）カヤック体験　 体験場所：曽原湖　「はれキャン」

　「カヤック」は両側に水かきがついたパドル（漕ぐ道具）を使い、湖面近くを進む乗り物です。

（カヤック体験：特例1）3人乗りを増やして定員枠を増やすことができます。

※上記最大定員以上をご希望の際は、3人乗りを増やすことによって最大81名まで受け入れできます。
　 ただし艇内が狭いため、中学2年生以下を目安とした特別対応です。

　（生徒さんの体格によっては3人乗りができない場合もございます。）

（カヤック体験：特例2）「レンゲ沼トレッキング」と組み合わせて定員枠を増やすことができます。

※2つのグループに分かれて、トレッキングと入替体験を行い、定員枠を倍の108名にすることが
　 できます。最少催行人数は（82名）です。

※設定時間は 午前または午後の3時間。（体験時間の目安：各75分×2回＋入替移動＆消毒：30分）

　 2回実施の場合の流れは以下になります。

1.　集合場所にて、ガイドと合流、トイレ

2.　A組：カヤック体験、B組：レンゲ沼トレッキング（75分）

3.　各体験終了後、集合場所にそれぞれ戻り合流、トイレ（30分）

4.　B組：カヤック体験、A組：レンゲ沼トレッキング（75分）

持ち物
雨具（傘は不可）　、　水筒（天候による）
※体験中は手ぶらで結構です。着替えなどのお荷物は待機しているバス車内で保管ください。
※メガネやカメラなど個人の持ち物は各自で管理してください。

レンタル

装備
カヤック本体、パドル、ライフジャケット

その他

注意事項
※1艇あたりの総体重が200㎏以内になるよう、事前に組み合わせを決めておいてください。

最大54名　（最少14名）　※カヤックの在庫27艇です。

基本、2人乗り で実施します。
安全性の高いカヤックを使用しているため、女子生徒や小学生でも扱いやすく、体力の有無を
問わずお楽しみいただけます。陸上と湖上で練習をした後、ガイドの先導で曽原湖を巡ります。

※端数がでた場合は、3人乗りを作って調整いただきます。
  （1人乗りはありません。2人乗りも3人乗りも、使う艇は同じものです。）

服装

ガイドレシオ 生徒さんのカヤック9艇 に対し、ガイド1名 　※ガイドは専用の1人乗りカヤックを使用します。

・濡れてもよい服装 （指定ジャージなど）
・濡れてもよい履物 （体験用に、運動靴やサンダルをお持ちください。）

※衣服（ズボン）や履物は必ず濡れますので、着替えをご用意いただくか、レインパンツ
　を着用いただくことをおすすめします。

定員

体験内容
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アウトドア体験

（2）カナディアンカヌー体験 体験場所：曽原湖　「カヌー桟橋」

  「カヌー」は片側だけに水かきがついたパドル（漕ぐ道具）を使う、船型の乗り物です。

（カナディアンカヌー体験：特例1）3人乗りを増やして定員枠を増やすことができます。

※上記最大定員以上をご希望の際は、3人乗りを増やすことによって最大60名まで受け入れできます。
　 ただし3人乗りの場合は扱いが難しいため、中学生以上のご利用をおすすめします。

（カナディアンカヌー体験：特例2）「レンゲ沼トレッキング」と組み合わせて定員枠を増やすことができます。

※2つのグループに分かれて、トレッキングと入替体験を行い、定員枠を倍の80名にすることが
　 できます。最少催行人数は（61名）です。

※設定時間は 午前または午後の3時間。（体験時間の目安：各75分×2回＋入替移動＆消毒：30分）

　 2回実施の場合の流れは以下になります。

1.　集合場所にて、ガイドと合流、トイレ

2.　A組：カナディアンカヌー体験、B組：レンゲ沼トレッキング（75分）

3.　各体験終了後、集合場所にそれぞれ戻り合流、トイレ（30分）

4.　B組：カナディアンカヌー体験、A組：レンゲ沼トレッキング（75分）

定員 最大40名　（最少14名）　※カヌーの在庫は20艇です。

ガイドレシオ 生徒さんのカヤック7艇 に対し、ガイド1名 　※ガイドは専用の1人乗りカヤックを使用します。

体験内容

基本、2人乗り で実施します。
バディーを組む友達と協力しないと上手く進まないため、操作できた時の楽しさや達成感を
味わうことができます。　陸上と湖上で練習をした後、ガイドの先導で曽原湖を巡ります。

※端数がでた場合は、3人乗りを作って調整いただきます。
  （1人乗りはありません。2人乗りも3人乗りも、使う艇は同じものです。）

その他

注意事項
※1艇あたりの総体重が200㎏以内になるよう、事前に組み合わせを決めておいてください。

・濡れてもよい服装 （指定ジャージなど）
・濡れてもよい履物 （体験用に、運動靴やサンダルをお持ちください。）

※ほとんど濡れることはありませんが、可能性はあります。念のため着替えをご準備ください。

持ち物
雨具（傘は不可）　、　水筒（天候による）
※体験中は手ぶらで結構です。着替えなどのお荷物は待機しているバス車内で保管ください。
※メガネやカメラなど個人の持ち物は各自で管理してください。

レンタル

装備
カヌー本体、パドル、ライフジャケット

服装
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アウトドア体験

（3）【平日限定】　MTB高原サイクリング体験  　　　　　　体験場所：高原周遊コース

  MTB（マウンテンバイク）でサイクリングを楽しみます。

委託事業者（さざなみフィッシングクラブ）実施　アクティビティ

（5）釣り体験 体験場所：曽原湖　「さざなみボート店」周辺

   湖岸で釣り体験をします。釣れる魚は特定外来生物の「ブラックバス」や「ブルーギル」です。

※この資料は予告なく内容が変更される場合があります。（2022年11月版） 

定員 最大20名　（最少10名）　※MTBの在庫は20台です。

ガイドレシオ 生徒さん12名 に対し、ガイド1名 　※先生1名が必ず一緒にご参加ください。

体験内容
MTBは、一般的な自転車と操作方法が異なる部分があるため、事前講習を行ったあと、
ツーリングに出発します。
コースを巡るなかで裏磐梯の自然に親しんだり、他の体験の様子を見学することができます。

服装

・運動に適した服装（指定ジャージなど）
・運動靴

※タイヤへの巻き込みを防ぐため、ハーフパンツをおすすめします。

持ち物
上下わかれた雨具（傘やポンチョは不可）　、軍手、　水筒（天候による）
※荷物はリュックなど背負うバッグにいれて各自で管理してください。（斜め掛け禁止。）

レンタル

装備
MTB（自転車）、ヘルメット

その他

注意事項

※MTB高原サイクリングは 平日のみ のプログラムです。
※自転車に乗ることができない生徒さんが参加され、途中離脱することが時々あります。
　事故防止のためにも、普段自転車を利用しているか確認の上、参加者を決定ください。

定員 最大30名　（最少10名）

ガイドレシオ 生徒さん20名 に対し、インストラクター1名

レンタル

装備
釣り竿（仕掛けつき）、餌（みみず）

その他

注意事項
※イベント実施のため、土日祝日はお受入れ出来ない場合がございます。

体験内容
釣り体験を通して、湖に生息する魚の由来や種類、マナーや危険性を学習します。
釣った魚は湖に戻す必要があるため、生き物に触れるという貴重な体験もできます。

服装
・運動に適した服装（指定ジャージなど）、（天候によって）帽子
・運動靴

持ち物
雨具（傘やポンチョは不可）　、　（天候によって）水筒
※荷物はリュックなどのバッグにいれて各自で管理してください。
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登山・トレッキング体験

［登山・トレッキング体験のご案内］

[登山・トレッキング体験　実施期間]
　・4月下旬～11月中旬まで　

ただし、積雪状況やコースによっては、4月と11月は実施できない場合もございます。

例年、五色沼自然探勝路の雪どけはゴールデンウイーク頃、磐梯山の山開きは5月下旬 です。

[登山・トレッキング体験の注意事項]

　・大型校（目安として5クラス以上）の場合は、①コースを分ける、②出発時間に差をつける、③利用者が

　　少ないコースを選択するなど、一般利用者への配慮とスムーズな進行にご協力ください。

　・実施時間は、　1日行程の場合は、7:30～16:30 の範囲内で自由に設定いただけます。

　　（10月以降は日が短くなるため、 8:30～15:30までになります。）

　　半日以下の行程の場合は、午前は8:00～12:00、午後は12:30～16:30 の範囲内で自由に設定

　　いただけます。　（10月以降は日が短くなるため、 8:30～12:00、12:30～15:30までになります。）

   ※実施時間とは合流～解散までの時間です。

　・季節によっては蚊やブヨが多いため、できるだけ肌を出さない、事前に虫よけスプレーを済ませておく

　　など、虫よけ対策をお願いいたします。

[ 悪天候時の対応について ]

　・各プログラムとも催行に問題がある悪天候でなければ雨天でも実施可能ですので、雨具（1日行程は

傘は不可）は必ずご用意ください。

　・台風等により明らかな悪天候が予想される場合を除き、主催者側の天候による催行判断は当日行い

　　ます。（標高が高く、地形的な影響もあり天気予報の適中率があまり高くないため。）

　・「登山」の場合は、雨天の際、安全度の高いコース（雄国沼など）や半日行程以下のコース（五色沼な

ど）へコース変更をおすすめしております。当日または前日に、登山からトレッキングへコースを変更し

　 　た場合の料金は、最初に手配した「登山ガイド」の料金になります。

[ガイドの手配数について]

　・学校登山・トレッキングにおいては、安全に配慮した一般的なガイドレシオ（1:12程度）での実施は非現
   実的です。そのため、明確なレシオを設けず、ご予算やご希望に応じたガイド数の手配を行っております。

   ガイドの主な役目は総合的な安全確認と突発的な事故の対応となり、参加者一人一人の安全を
  確保するものではありません。　登山・トレッキングに関する事前学習および当日の教員の 皆さま
  のサポートが重要となることをお含みおきください。

　・当日のご予約状況によって、手配できるガイド数がご希望にそえない場合がございます。
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登山体験 実施時間：1日行程（最長7時間 まで）

「頂上（ピーク）を踏むことを目的とするコース」　

（1）往復または周回コース　　≪ 登山口と下山口が同じ、頂上を目指して登るコース設定 ≫

　≪コース例≫　・磐梯山　（八方台登山口往復 ： 約6時間30分）

　　　　　　　　　　 ・安達太良山　（ロープウェイ～山頂往復 ： 約5時間）

（2）縦走コース　　≪ 登山口と下山口が異なる、頂上を通過するコース設定 ≫

　≪コース例≫ ・磐梯山　（八方台登山口～山頂～猪苗代登山口 ： 約7時間）

                    ・猫魔ヶ岳　（八方台登山口～猫魔ヶ岳～雄国沼湿原～雄子沢登山口 ： 約7時間）

[ キャンセル規定 ］

※体験のご予約を取り消した場合 …　22日前まで：無料 、 21日前～2日前：半額　、　左記以降：全額　

※ご依頼ガイド数が減少した場合 …　22日前まで：無料 、21日前～8日前まで：6,000円 / ガイド1名 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7日前～2日前まで：半額 / ガイド1名 、　左記以降：全額 / ガイド1名

　・当日集合前に悪天候等の理由により 主催者側の判断で催行を中止した場合 および 当日集合後に催行を中止し

　　た場合 は上記キャンセル料の対象外とはなりますが、担当ガイドは安全対策としてすでにコースの下見を実施してい

　　るため、下見（体験準備）代として 6,000円/ガイド1名 をご請求いたします。

おすすめの

ガイド数
クラス数＋1名
※最大6名まで手配可能 （ご予約状況によってはご希望にえない場合もございます。）

服装
・長袖・長ズボン（指定ジャージなど）、履き慣れた運動靴
・帽子、軍手

持ち物

・リュック（斜め掛け不可）
・飲み物（コースによって1～1.5ℓ）、昼食、行動食（飴など補給食）
・レインウェア（傘不可）、タオル

※個人の荷物は各自で管理してください。
※ストックを使用する場合はゴムキャップを必ず装着してください。

トイレに

ついての注意

・磐梯山は「携帯トイレ」の準備が必要です。
・雄国沼休憩舎のトイレはチップ制（1クラス＠1,000円）です。

その他

・上記以外にも登山コースはございますので、ご相談ください。
・団体登山における注意点をまとめた資料「安全登山のために、事前に知っておきたい
　こと」（ＰＤＦファイル）を用意しております。
　ご希望がございましたらＥメールでお送りいたしますので、事前学習にご活用ください。
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トレッキング体験　「登山以外、頂上（ピーク）を目指さないコース」

（1）1日行程コース　　実施時間：3時間を超える、最長7時間まで

　≪コース例≫　雄国せせらぎ探勝路　（雄子沢登山口～雄国沼湿原往復コース ： 6時間）

[ キャンセル規定 ］

※体験のご予約を取り消した場合 …　22日前まで：無料 、 21日前～2日前：半額　、　左記以降：全額　

※ご依頼ガイド数が減少した場合 …　22日前まで：無料 、21日前～8日前まで：6,000円 / ガイド1名 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7日前～2日前まで：半額 / ガイド1名 、　左記以降：全額 / ガイド1名

　・当日集合前に悪天候等の理由により 主催者側の判断で催行を中止した場合 および 当日集合後に催行を中止し

　　た場合 は上記キャンセル料の対象外とはなりますが、担当ガイドは安全対策としてすでにコースの下見を実施してい

　　るため、下見（体験準備）代として 6,000円/ガイド1名 をご請求いたします。

（2）半日行程コース　　実施時間：最長3時間まで

≪コース例≫　・銅沼　（裏磐梯スキー場駐車場往復コース ： 3時間）

[ キャンセル規定 ］

※体験のご予約を取り消した場合 …　22日前まで：無料 、 21日前～2日前：半額　、　左記以降：全額　

※ご依頼ガイド数が減少した場合 …　22日前まで：無料 、21日前～8日前まで：4,000円 / ガイド1名 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7日前～2日前まで：半額 / ガイド1名 、　左記以降：全額 / ガイド1名

　・当日集合前に悪天候等の理由により 主催者側の判断で催行を中止した場合 および 当日集合後に催行を中止し

　　た場合 は上記キャンセル料の対象外とはなりますが、担当ガイドは安全対策としてすでにコースの下見を実施してい

　　るため、下見（体験準備）代として 4,000円/ガイド1名 をご請求いたします。

トイレに

ついての注意

 桧原湖畔探勝路の場合、裏磐梯サイトステーションのトイレはチップ制です。
 （大型バス1台＠2,000円、マイクロバス1台＠1,000円）

その他  上記以外にもトレッキングコースはございますので、ご相談ください。

・桧原湖畔探勝路（長峯舟付～桧原湖畔探勝路～中瀬沼～休暇村多目的広場駐車場 ： 2.5時間）

おすすめの

ガイド数
1クラスにガイド2名（ガイドレシオ1：20）
※最大10名まで手配可能 （ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございます。）

服装 長袖・長ズボン（指定ジャージなど）、履き慣れた運動靴、帽子

持ち物
・リュック（斜め掛け不可）、レインウェア（傘不可）、タオル
・飲み物（1～1.5ℓ）、昼食、行動食（飴など補給食）
 ※個人の荷物は各自で管理してください。

トイレに

ついての注意
 雄国沼休憩舎のトイレはチップ制（1クラス＠1,000円）です。

その他
・上記以外にもトレッキングコースはございますので、ご相談ください。
・雄子沢登山口駐車場は6月中旬～7月中旬まで駐車場規制が実施される可能性が
　ございます。

おすすめの

ガイド数
1クラスにガイド1名
※最大6名まで手配可能 （ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございます。）

服装 長袖・長ズボン（指定ジャージなど）、履き慣れた運動靴、帽子
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（3）2時間行程コース　実施時間：1.5～2時間

≪下記2コース限定≫

・五色沼自然探勝路　（裏磐梯物産館～柳沼～毘沙門沼～五色沼入口観光プラザ）※逆コースも可

[ キャンセル規定 ］

※体験のご予約を取り消した場合 …　22日前まで：無料 、 21日前～2日前：半額　、　左記以降：全額　

※ご依頼ガイド数が減少した場合 …　22日前まで：無料 、21日前～8日前まで：3,000円 / ガイド1名 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7日前～2日前まで：半額 / ガイド1名 、　左記以降：全額 / ガイド1名

　・当日集合前に悪天候等の理由により 主催者側の判断で催行を中止した場合 および 当日集合後に催行を中止し

　　た場合 は上記キャンセル料の対象外とはなりますが、担当ガイドは安全対策としてすでにコースの下見を実施している

　　ため、下見（体験準備）代として 3,000円/ガイド1名 をご請求いたします。

※この資料は予告なく内容が変更される場合があります。（2022年11月版） 

持ち物
リュック（斜め掛け不可）、飲み物（1～1.5ℓ）、レインウェアまたは傘、タオル
※個人の荷物は各自で管理してください。

トイレに

ついての注意

中瀬沼レンゲ沼探勝路の場合、裏磐梯サイトステーションのトイレはチップ制です。
 （大型バス1台＠2,000円、マイクロバス1台＠1,000円）

・中瀬沼・レンゲ沼探勝路（裏磐梯サイトステーション～レンゲ沼～中瀬沼の周回コース）

おすすめの

ガイド数
1クラス数にガイド2名（ガイドレシオ1：20）
※最大10名まで手配可能 （ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございます。）

服装 長袖・長ズボン（指定ジャージなど）、履き慣れた運動靴、帽子
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［屋内プログラムについての注意事項］

　・プログラムごとにキャンセル規定が違いますのでご注意ください。

　・基本的に、悪天候時の代替えプログラムとしてご利用いただける屋内プログラムはございません。

　　万が一の場合に備えた代案は別途ご手配、ご検討をお願いいたします。。

　・70名以下の小規模校の場合は、以下の条件を踏まえた上で、悪天候時の代替え案として
クラフト体験をご予約いただくことが可能です。

　　※好天時の屋外プログラムと併せて、事前のご予約が必要です。

  　※インストラクター数の都合上、最大受け入れ人数は、ハーブクラフト体験：最大35名、
　　蒔絵体験：最大35名までの受入となります。

　　※好天で代替えプログラム（クラフト体験）を利用しなかった場合、材料費（＠100円/名）を
　キャンセル料としてご請求いたします。

　　※裏磐梯エリアで、別途会場手配をお願いいたします。

［クラフト体験のご案内］※委託事業者実施アクティビティ

[ クラフト体験　共通事項 ]

　・実施時間は、午前は8:00～12:00、午後は12:30～16:00 の範囲内で設定ください。

　・実施時間は、「合流」～「解散」までが1.5～2時間設定です。

　・資材手配の都合上、利用アクティビティの決定は催行日の2ヶ月前まで、参加人数の最終決定は

　　催行日の1ヵ月前まで にお願いいたします。　それ以降の大幅な変更はお受けできません。

 ・クラフト体験は、提携事業者に委託をして実施します。 ご利用の希望を伺ってから、委託先へ手配を

　行うため、間際ではご予約いただけない場合もございます。ご利用を希望される場合は、お早めにご連絡

　ください。

[ クラフト体験　共通キャンセル規定 ]

※体験のご予約を取り消した場合　…　22日前まで：無料 、 21日前～8日前：半額　、　7日前以降：全額

※体験人数が減少した場合　…　前日19時30分まで：無料　、　左記以降：全額

　・午後の体験における、当日午前の人数変更においても上記の対象となります。

　・屋外プログラムと合わせてご予約いただいており、当日集合前に悪天候等の理由により主催者側の判断で催行を中止し
た場合は、上記の対象外となります。

　・当日集合後（実施前）に主催者側の判断で催行を中止した場合は上記キャンセル料の対象外とはなりますが、インストラ

クター1名あたり3,000円 のキャンセル料をご請求します。

　・人数の減少により該当プログラムの最少催行人数を下回った場合は、プログラム自体の催行はいたしますが、最少催行

人数分の料金を頂戴いたします。

　・催行日の21日前以降に、最初のご予約人数より、40％以上の人数減少があった場合は、減少した人数の半額分の

キャンセル料をご請求します。
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屋内プログラム

（1）ハーブクラフト体験（委託事業者：Bandia）

  　　　体験場所：バンディアハーブガーデン

　

（2）蒔絵体験（委託事業者：漆芸工房角田）

種類

　a.リース　　　　　　　　　　ｂ.アロマワックスバー　　　　　　　　c.ラベンダー石鹸

（a）～（c）の中からひとつだけご選択ください。
※違う種類の同時進行はできません。（全員同じ種類の体験です。）
※準備の都合がございますので、体験予約の際にご希望の種類もお知らせください。

その他
※出来上がった作品は裏磐梯の思い出として、当日そのままお持ち帰りいただけます。
※裏磐梯エリアの会場にインストラクターが出張することもできます。
　 ご希望の場合はご相談ください。

服装  汚れてもよい服装 （指定ジャージなど）

持ち物 水筒 （天候による）　※別会場を手配された際は、上履きが必要になることがございます。

料金に

含まれるもの

定員  最大20名　（最少10名）　※会場規模の都合上、定員を超えるお受入れはできません。

体験内容
 裏磐梯で育った素材を使用し、屋内で自然と香りに親しむハーブクラフト教室。
 1986年から裏磐梯で活動を続けるハーブガーデンの知識豊富なインストラクターが
 作り方の説明やサポートを行います。

 クラフト材料（完成品1個分）

体験内容
 漆器に漆で絵を描いて、金粉や銀紛を蒔いて仕上げる絵付け体験です。
 日展や日本現代工芸美術展に作品を出展する漆芸家が作り方の説明やサポートを
 行います。

服装  汚れてもよい服装 （指定ジャージなど）

　　　  体験場所：裏磐梯エリアで別途会場手配をお願いします。

種類

　a.箸　　　　　　　　ｂ.皿　　　　　　　　c.ランチプレート　　　　　　d.椀　　　　　　　e.盆

（a）～（e）の中からひとつだけご選択ください。
※違う種類の同時進行はできません。（全員同じ種類の体験です。）
※準備の都合がございますので、体験予約の際にご希望の種類もお知らせください。

定員  最大35名　（最少5名）　※本物の漆を使用します。アレルギーのある方はご遠慮ください。

持ち物  水筒（天候による）　※会場によっては上履きが必要になることがございます。

料金に

含まれるもの
 クラフト材料（完成品1個分）、配送料

その他

注意事項

※出来上がった作品は乾燥仕上げ後に、裏磐梯の思い出として学校にお送りします。
※委託事業者の工房には体験会場が無いため、会場手配が別途必要になります。
　（裏磐梯エリアの施設にインストラクターが出張いたします。）

屋内プログラム - 2/3



はれがさやアクティビティーズ　2023年度　教育旅行向け体験プログラム

屋内プログラム

［大人数の受け入れが可能な屋内体験のご案内］

（3）チームビルディング
　与えられたレッスンやゲームを順番に達成するなかで、仲間づくりや結束力を深めていくプログラムです。

体験場所：裏磐梯エリアで別途会場手配をお願いします。

実施時間は、午前は8:00～12:00、午後は12:30～16:00 の範囲内で 2～2.5時間 を設定ください。

[ チームビルディング　キャンセル規定 ]

※体験のご予約を取り消した場合　…　22日前まで：無料 、 21日前～8日前：半額　、　7日前以降：全額

※クラス数が減少した場合　…　8日前まで：無料　、　左記以降：半額

（4）講話　 ※アウトドアアクティビティをご利用いただく団体様限定（講話のみのご予約は承っておりません。）

体験場所：裏磐梯エリアで別途会場手配をお願いします。

実施時間は、18:00～20:00の範囲内で 1時間 を設定ください。

[ 講話　キャンセル規定 ]　…　前日19:30まで：無料　、　左記以降：全額

※この資料は予告なく内容が変更される場合があります。（2022年11月版） 

定員 最大4クラス　※会場の規模によっては、左記より少なくなる場合もございます。

体験内容

チームメンバーそれぞれが自分らしさを発揮しつつ、かつお互いを尊重しあう関係の
構築を目指すのがチームビルディング（組織形成）
クラス内で6～8名程度のグループに分かれ、数種類のレッスンやゲームにチャレンジする
このプログラムは、年度初めのクラスづくりや、クラス対抗スポーツ大会、文化祭前などに
より効果を発揮します。
レッスンやゲームの内容は体力差や運動能力に関わらずお楽しみいただけます。
※事前に各クラスの人数をお知らせください。
※ファシリテーターは各クラスに1名ずつ+進行役1名で実施します。

服装 動きやすい服装 （指定ジャージなど）

定員 会場の規模による

体験内容（a）

既存の資料

を使用

裏磐梯における体験をただ「楽しい」だけではない、より意味のあるものにするのが
講話です。下記3種類からお選びください。
①東日本大震災ボランティア活動 、 ②裏磐梯の自然 、 ③安全登山のススメ

持ち物 （天候によって）水筒　※会場によっては上履きが必要になることがございます。

お客様手配品 会場、マイク、ホワイトボード、ホワイトボードマーカー、イレーザー

弊社持参品 筆記用具など、レッスンやゲームに必要な小道具

お客様手配品
会場、プロジェクター、スクリーン、マイク
※プロジェクターおよび大型スクリーンは別途有料で手配可能です。

体験内容（b）

資料を

新たに作成

既存資料以外のテーマをご希望の場合は、新たに資料を作成するため、別途「資料
作成費用」が必要となります。詳しくはご相談ください。

弊社持参品 パソコン
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雪のアクティビティ

［雪のアクティビティのご案内］

[ 雪のアクティビティ　実施期間]

　・1月中旬～3月下旬まで　（ただし、積雪状況によってコースをご相談させていただく場合もございます。）

[ 雪のアクティビティ　共通事項]

　・弊社ではガイド手配のみを行います。
   必要装備は専門業者（スワローレンタサービスTEL：0242-67-4650）などでご手配をお願いいたします。

　・夏場のトレッキングと違い、積雪期は安全を考慮したガイドレシオを設けております。
   半日あたりの最大定員は両体験あわせて50名程度までです。

　・半日行程の場合は、午前は8:00～12:00、午後は12:30～16:00　の範囲内で設定ください。
　  半日行程とは、実施時間が最長3時間まで の設定です。

　・1日行程の場合は、8:00～16:00 の範囲内で設定ください。
　　 1日行程とは、実施時間が最長6時間まで の設定です。

[ キャンセル規定 ］※ご依頼ガイド数が減少した場合

※体験のご予約を取り消した場合 …　22日前まで：無料 、 21日前～2日前：半額　、　左記以降：全額　

※ご依頼ガイド数が減少した場合

 　1日行程の場合 …　22日前まで：無料 、21日前～8日前まで：6,000円 / ガイド1名 、

                           7日前～2日前まで：半額 / ガイド1名 、　左記以降：全額 / ガイド1名

 　半日行程の場合 …　22日前まで：無料 、21日前～8日前まで：4,000円 / ガイド1名 、

                           7日前～2日前まで：半額 / ガイド1名 、　左記以降：全額 / ガイド1名

　・当日集合前に悪天候等の理由により 主催者側の判断で催行を中止した場合 および 当日集合後に催行を中止し

　　た場合 は上記キャンセル料の対象外とはなりますが、担当ガイドは安全対策としてすでにコースの下見を実施している

　　ため、下見（体験準備）代として下記キャンセル料をご請求いたします。

1日行程： 6,000円/ガイド1名 、半日行程： 4,000円/ガイド1名

[悪天候時の対応について]

　・爆弾低気圧等により明らかな悪天候が予想される場合を除き、主催者側の天候による催行判断は、

    当日行います。　（標高が高く、地形的な影響もあり天気予報の適中率があまり高くないため。）

　・多少の吹雪や小雨程度であれば実施可能ですので、防寒・防水対策をお願いいたします。

雪 - 1/2



はれがさやアクティビティーズ　2023年度　教育旅行向け体験プログラム

雪のアクティビティ

（1）ネイチャースキー体験

　「クロスカントリースキー」を使い、“歩くスキー”を楽しむ体験です。

（2）スノーシュー体験

　スノーシューとは雪の上を歩くための道具「西洋かんじき」です。

※この資料は予告なく内容が変更される場合があります。（2022年11月版） 

ガイドレシオ 生徒さん12名 に対し、ガイド1名

服装
スキーウェア 、 ゴーグル
防寒性のある帽子 、 防水・防寒性のある手袋
※インナーウェアや厚手の靴下等で防寒対策をお願いします。

持ち物
半日行程の場合は、特になし。
1日行程の場合は、リュック（斜め掛け不可）、温かい飲み物、昼食、行動食（飴など補給食）
※個人の荷物は各自で管理してください。

体験内容

スキーの扱い方や、歩き方などの講習（約60分）を行った後、近くの森を散策します。

≪コース例≫
・休暇村裏磐梯ネイチャースキーコース
・レンゲ・中瀬沼、桧原湖上散策
・1日行程の場合は、午前中はスキー場周辺、午後は近くの森の中の散策を楽しみます。

その他

・講習は「休暇村裏磐梯」クロスカントリースキー場を使用しますので手配をお願いいたし
　ます。（別途入場料が必要です。）
・レンゲ沼近くにある、裏磐梯サイトステーションのトイレはチップ制です。
　（大型バス1台＠2,000円、マイクロバス1台＠1,000円）

必要装備 クロスカントリースキー板＆ストック、クロスカントリースキーブーツ

ガイドレシオ 生徒さん12名 に対し、ガイド1名

体験内容

スノーシューの扱い方や、歩き方などの講習（約20分）を行った後、自然観察や雪遊びを
楽しみながら散策します。

≪コース例≫
・五色沼
・レンゲ・中瀬沼、桧原湖上散策

服装
スキーウェア 、 ゴーグル
防寒性のある帽子 、 防水・防寒性のある手袋
※インナーウェアや厚手の靴下等で防寒対策をお願いします。

その他
・レンゲ沼近くにある、裏磐梯サイトステーションのトイレはチップ制です。
　（大型バス1台＠2,000円、マイクロバス1台＠1,000円）

必要装備 スノーシュー、ストック、スノーブーツ

持ち物
半日行程の場合は、特になし。
1日行程の場合は、リュック（斜め掛け不可）、温かい飲み物、昼食、行動食（飴など補給食）
※個人の荷物は各自で管理してください。
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