自然体験・観察
2016 イベ ントスケジュール

みんなでテントを立てたり、星空のもと焚き火を囲んだり、
ワクワクドキドキがいっぱいの楽しいキャンプイベントのほか、
山野草や鳥の観察、天体観 測や農業体験など、
モンベルスタッフや地域のガイドが幅広く
アウトドアの楽しさをご案内します。

キャンプ・クッキング
自然体験・観察
バードウォッチング
天体観測
農業体験
モンベル・キッズ・チャレンジ

ご一緒しましょう！

M.O.C.（モンベル・アウトドア・チャレンジ、通称モック）は
モンベルクラブの野外活動部門。
盛りだくさんのアウトドア・プログラムはスタッフの手作りで、
全国各地で
モンベルクラブ会員さまの
“一度体験してみたい”という
ご要望にお応えします。
私達と一緒に、
自然の中へ出かけませんか？
モック

ここがおすすめ！M.O.C.のイベント
モンベルスタッフや現地に精通したガイドが
おすすめのフィールドをご案内します。
全国のモンベルストアを中心に地域密着型のイベントを開催。
少人数制でアットホームな雰囲気なので、
おひとり様でもお気軽にどうぞ。
安心・安全をモットーにツアーを運営しています。

各イベントの情報の見方
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2DAYS
埼玉県

T11NC0

のんびりキャンプ＆野外ク
ッキング体験
2
埼玉長瀞 2days

7
焚き火や
BBQ、
テント泊で楽しいキャンプをしましょう。キャンプが初めての
方も大歓迎です。
ダッチオーブンを使った野外料理もマスターしましょう。

1

初級

体力

KID'S

日程

料金

5/14（土）〜15（日）7/28（木）〜29（金）8/9（火）〜10（水）
9/10（土）〜11（日）10/1（土）〜2（日）11/19（土）〜20（日）

会員 ¥16,000 一般 ¥17,500 小学生 ¥15,000

スリーピングバッグ・マット持参 ￥1500引き ※2日目の昼食別途料金
【集合・解散／モンベル長瀞店】
【 1日目】集合（ 13:20 ）→テント設営→野外料理体験→
夕食【 2日目】朝食→解散（ 12:30 ） 年 小学 1 年生以上 催 7 名

1

エリア

イベントが開催されるエリアです。

2

イベント名

イベントの名称です。

3

日数

イベントの日数を示しています。

4

都道府県

イベントが開催される都道府県です。

5

イベントNo. ウェブサイトでの検索やお電話でのお問い合わせの際に
ご使用ください。
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アイコンの説明
体力

1

体力

02

日頃から運動に親しまれている方向けのコース。

3

日頃から運動に親しまれており、体力に自信がある方向けのコース。

体力

その他

初級

初めて、または経験が少ない方向け

女性

女性限定のイベントです。

KID'S

小学生でもご参加いただけるコースです。
（対象学年はイベントによって異なります）

モンベルネイチャートラベル扱いの旅行です。
フレンド
ショップ

7

詳細

参加料金について
参加料金にはガイド料、保険料（国内イベントのみ）、消費税が含まれます。
イベントによっては、行程中に乗り物料金などが別途必要になる場合があります。
モンベルクラブ会員さまは会員料金でご参加いただけます。一般のお客さまは一般料金で
のご参加となり、イベント参加と同時にモンベルクラブへご入会いただけますので、イベン
ト後は多彩な会員特典をお楽しみいただけます（1年間有効／次年度以降は有料での任
意更新）。
モンベルクラブ会員さまは、イベントにご参加されますとカードランクに応じてポイントが
加算されます。※一部イベントは除く（モンベルネイチャートラベル取り扱い旅行イベント
のポイント加算率は一律３％です）
ご家族で参加される場合は、モンベルクラブ・ファミリー会員制度をご利用いただくと、皆
さま会員料金でご参加いただけます（家族１名につき登録料 500 円）。

天候・水量などの気象条件、
コース状況、交通状況により、大幅にコースを変更したり、
イベントを中止
にする場合があります。
イベントは団体行動となるため、次のような場合は、同行するスタッフの判断によりイベン
ト中であってもそれ以上の参加をお断りする場合がございます。
・装備に不備があり、安全性に問題があると判断した場合
・病気、怪我、その他の理由で行程に耐えられないと判断した場合
・団体とペースが極端に合わない場合、自己本位な行動をとられる場合、スタッフの指示
を聞き入れていただけない場合。
イベント中は参加者ご自身の責任のもとに行動していただき、身体の異常に気付いた場
合は直ちにスタッフへお申し出ください。万が一、参加者の急病や怪我などのため緊急を
要する場合は、応急処置、その他処置、または参加者の承諾を得ずにヘリコプターや捜索
の要請を行なう場合があります。
上記のような、やむを得ないコース変更、団体からの離団、処置に要する費用は参加者の
負担となります。
参加者が最少催行人数に満たない場合は、
イベントを中止とさせていただくことがあります。
身体に障害をお持ちの方、既往症または持病をお持ちの方は、必ず医師に相談のうえ指
示に従ってご参加ください。また、安全運営上、イベント内容によってはご参加をお断りさ
せていただく場合があります。
飲酒をされている方、二日酔いの方、妊娠されている方はご参加いただけません。
危険告知についての同意書への署名をお願いしておりますので、ご了承のうえお申し込み
ください。
事故防止と円滑・安全なイベント運行のため、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
パンフレットに掲載されている写真はイメージです。

フレンドショップ又はプロガイドとの共同イベントです。

各イベントの説明・日程・料金・行程 年 年令制限
催 最少催行人数
距 歩行距離などの詳細情報です。
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CONTENTS

CONTENTS

技術

当社が企画するイベントは自然の中の活動であり、予測不能な危険を伴います。
添乗員は同行しませんが、モンベルスタッフまたは現地に精通したガイドが同行します。
モンベルスタッフは同行しない場合があります。
中学生未満のお子さまは保護者同伴でご参加ください（一部イベントを除く）。
未成年の方は、参加チケットの同意書欄に保護者のサインが必要です。
行程や持ち物など、より詳しい情報が必要な方はウェブサイトをご覧いただくか、
M.O.C. 本部事務局までお問合せください。

人並みの体力があればご参加いただけるコース。

2

体力

M.O.C.イベントについて

イベントの注意事項とお願い
下図参照

1
長瀞町

3
4
5

お申し込みの前に必ずお読みください

キャンプ・クッキング

キャンプ・クッキング
日帰り

生駒山系

テントの設営・メンテナ
ンス方法をはじめ、テン
ト泊の基礎知識や便利な
装備などを知りましょう。
クッキングではバーナー
（ストーブ）の使い方や
料理もお伝えします。

奈良県

T29E01
初級

1

体力

KID'S

はじめてのアウトドアクッキング
（JETBOIL編）生駒山麓公園
いこまさんろく

究極にお湯が早く沸くオールインワンストーブ JETBOIL 。ゆでる、
煮る、蒸すと様々な調理が可能です。そんなJETBOILを使って、簡
単でおいしい山ご飯を作ってみましょう。
日程

5/4（水祝）

料金

会員・小学生 ¥3,000 一般 ¥4,500

生駒山麓公園・野外活動センター／集合（ 11:00 ）
・解散（ 13:30 ）
年 小学 1 年生以上
催 4名

埼玉県

T11NC0
初級

1

体力

KID'S

のんびりキャンプ＆野外クッキング体験
埼玉長瀞 2days
ながとろ

焚き火やBBQ 、
テント泊で楽しいキャンプをしましょう。キャンプが初
めての方も大歓迎です。ダッチオーブンを使った野外料理もマスタ
ーしましょう。
日程

料金

日帰り
奈良県

J29E02
初級

会員 ¥16,000 一般 ¥17,500 小学生 ¥15,000

【集合・解散／モンベル長瀞店】
【 1日目】集合（ 13:20 ）→テント設営→野外料理体験→夕食
【 2日目】朝食→解散（ 12:30 ）
年 小学 1 年生以上 催 7 名

KID'S

料金

日帰り
奈良県

J29E01

初級

1

体力

KID'S 女性

女性のための のんびりキャンプ＆
野外クッキング体験 埼玉長瀞 2days
ながとろ

アウトドアで女子会を開きましょう。キャンプが初めての女性でも、
テ
ントの組み立て、火起こし、
ダッチオーブン料理が楽しめます。
日程
料金

6/25（土）〜26（日）10/22（土）〜23（日）
会員 ¥16,000 一般 ¥17,500 小学生 ¥15,000

スリーピングバッグ・マット持参 ￥1500引き

いこまさんろく

5/3（火祝）7/9（土）8/14（日）9/3（土）11/19（土）
2017年1/14（土）3/25（土）
会員・小学生 ¥3,000 一般 ¥4,500

生駒山麓公園・野外活動センター／集合（ 11:00 ）
・解散（ 13:30 ）
年 小学 1 年生以上
催 4名
生駒山系

長瀞町

埼玉県

はじめてのアウトドアクッキング
（BioLite編）生駒山麓公園

木の枝や松ぼっくりなどを燃料に焚き火ができ、焚き火の熱から電
気を発生させるBioLiteキャンプストーブ。着火から燃焼、調理を体
験してみましょう。
日程

初級

T11NC1

1

体力

5/14（土）〜15（日）7/28（木）〜29（金）
8/9（火）〜10（水）9/10（土）〜11（日）
10/1（土）〜2（日）11/19（土）〜20（日）
スリーピングバッグ・マット持参 ￥1500引き

2DAYS

生駒山系

長瀞町

2DAYS

KID'S

1

体力

ダッチオーブンクッキング体験会
生駒山麓公園
いこまさんろく

アウトドアの万能鍋ダッチオーブンを使いランチ作りに挑戦します。
「ダッチオーブンって何？」や「使用方法が分からない。」
という方で
も安心してご参加いただけます
日程

料金

5/5（木祝）7/24（日）8/13（土）8/28（日）10/15（土）
12/4（日）2017年2/12（日）
会員・小学生 ¥3,800 一般 ¥5,300

生駒山麓公園・野外活動センター／集合（ 10:00 ）
・解散（ 15:00 ）
年 小学 1 年生以上
催 6名

【集合・解散／モンベル長瀞店】
【 1日目】集合（ 13:20 ）→テント設営→野外料理体験→夕食
【 2日目】朝食→解散（ 12:30 ）
年 小学 1 年生以上 催 7 名

2DAYS
高知県

R39MC1
初級
KID'S

1

体力

よしのがわ

四国吉野川 親子キャンプ川下り 2days

豊かな自然と清流を誇る四国吉野川を親子で協力しながら下り
ましょう。親子の絆が深まること間違いなし！
日程

8/3（水）〜4（木）

料金

会員・一般

¥18,000 小学生・中学生 ¥16,000

※シューズレンタル料
（￥550）
別途料金

【集合・解散／ M.O.C. 本山】
【 1日目】集合（ 10:00 ）→川遊び→ラフティング
【２日目】川遊び→インフレータブルカヤック→解散（ 15:00 ）
年 小学 1 年生以上
催 7名
距 8km

05

キャンプ・クッキング

本山町

キャンプ・クッキング

04

自然体験・観察

キャンプ・クッキング
大豊町

日帰り
高知県

J39O01
初級

1

体力

KID'S

デイキャンプ＆アウトドアクッキング
ゆとりすとパークおおとよ

五感を研ぎ澄まして「見
る」「聴く」「触れる」な
ど体験しましょう。
季節の移ろいとともに変
わる自 然を 知 識 を 深 め
ながら楽しみましょう。

嶺北地方を眺める絶好のロケーションのもと、
キャンプ体験とアウト
ドアクッキングで休日を満喫しましょう。テントの設営方法やキャン
プに役立つ技術をお伝えします。
日程
料金

6/5（日）

会員 ¥6,000 一般 ¥7,500 小学生 ¥4,500

ゆとりすとパークおおとよ／集合（ 10:00 ）
・解散（ 14:00 ）
年 小学 1 年生以上
催 6名

生駒山系

日帰り
奈良県

本山町

日帰り
高知県

J39M01
初級
KID'S

1

体力

G29E03
もとやま

デイキャンプ&アウトドアクッキング 本山

清流、四国吉野川の河原でワンバーナークッキング！タープの下、
ジ
ェットボイルを使った簡単なアウトドアごはんを作ってみませんか？
日程

料金

初級

1

体力

KID'S

4/23（土）5/15（日）5/29（日）
10/23（日）10/30（日）11/12（土）11/19（土）

いこまさんろく

森づくりと密接な関わりを持つニホンミツバチ。そのミツバチの自然
養蜂を題材に、森づくりの仕組みや日本の森林が抱える問題につ
いて学びます。全 2 回のイベントとなっており、当イベントが第 1 回目
の入門編となります。
日程

会員・小学生 ¥3,000 一般 ¥4,500

M.O.C. 本山／集合（ 9:30 ）
・解散（ 12:30 ）
年 満 4 歳以上 催 3 名

ニホンミツバチから学ぶ森の再生
＜室内講習 生駒山麓公園＞

料金

5/15（日）6/19（日）7/17（日）8/21（日）9/18（日）
10/16（日）11/20（日）12/18（日）
2017年1/15（日）2/19（日）3/19（日）

会員・小学生 ¥1,500 一般 3,000

生駒山麓公園・野外活動センター／集合（ 10:00 ）
・解散（ 12:00 ）
年 小学 1 年生以上 催 3 名 距 1km
生駒山系

日帰り
奈良県

G29E07
初級
KID'S

1

体力

ニホンミツバチと森をつくる活動
＜巣箱作り編＞

第 2 回目となる当イベントでは、実際に自然養蜂の作業を体験して
頂きます。森づくりやニホンミツバチについてより深く学びたい方の
ご参加をお待ちしております。
日程

料金

5/15（日）6/19（日）7/17（日）8/21（日）9/18（日）
10/16（日）11/20（日）12/18（日）
2017年1/15（日）2/19（日）3/19（日）
会員・小学生 ¥3,400 一般 4,900

生駒山麓公園・野外活動センター／集合（ 13:00 ）
・解散（ 16:30 ）
年 小学 1 年生以上 催 5 名 距 1km

07

自然体験・観察

キャンプ・クッキング

06

自然体験・観察

J39M02
1

初級

体力

清流、四国吉野川の河原で、焚き火＆デザート＆お箸作り！焼き芋
や焼きりんご作ったり、竹を削ってお箸や竹串を作りましょう。
日程

KID'S

もとやま

焚き火でデザート＆ネイチャークラフト 本山

料金

4/23（土）5/15（日）5/29（日）10/23（日）10/30（日）
11/12（土）11/19（土）

生駒山系

本山町

日帰り
高知県

天体観測
日帰り
奈良県

G29E01
初級

1

体力

KID'S

天体望遠鏡メーカー「ビクセン」が推薦する案内人「星のソムリエ」
による詳しい解説の中、四季折々の星座や天体ショーを楽しみな
がら天体観測の基本技術を身につけましょう。
日程

会員・小学生 ¥3,000
一般 4,500

料金

M.O.C. 本山／集合（ 13:30 ）
・解散（ 16:30 ）
年 満 4 歳以上 催 3 名

生駒山系

南阿蘇村近郊

熊本県

G43S01
初級

1

体力

KID'S

4/22（金）5/3（火祝）6/11（土）7/2（土）
8/12（金）8/20（土）9/15（木）10/22（土）11/19（土）
12/13（火）2017年1/21（土）2/18（土）3/18（土）
会員・小学生¥1,500 一般 3,000

生駒山麓公園・野外活動センター／集合（ 19:30 ）
・解散（ 21:00 ）
年 満 4 歳以上 催 4 名 距 1km
日帰り

日帰り

いこまさんろく

はじめての天体観測 生駒山麓公園

あそみなみがいりんざん

森の自然観察会 阿蘇南外輪山

阿蘇南外輪山にある天然水の森で「見て」
「聴いて」
「触れて」五
感で自然を楽しみませんか？春、夏、秋と同じフィールドで自然観察
を行い、季節の移ろいと共に変わる自然の変化を観察しましょう。
日程

5/1（日）7/17（日）10/23（日）

料金

会員 ¥3,500 一般 ¥5,000 小学生 ¥2,500

奈良県

G29E04
初級

1

体力

KID'S

いこまさんろく

星空撮影セミナー 生駒山麓公園

幻想的な仕上がりが魅力の星空写真。星空撮影セミナーでは、基
本から最新機能の使い方までご紹介します。生駒山麓公園で星
空撮影に挑戦しましょう！

奈良県

G29E02
初級
KID'S

1

体力

はじめてのバードウォッチング
生駒山麓公園

バードウォッチングの基本となる鳥の見つけ方や双眼鏡の使い方
についてご紹介いたします。緑豊かな公園で、野鳥観察の基本技
術を身につけましょう。観察用具は貸し出しも行いますので、お気
軽にご参加下さい。
日程

料金

農業体験
日帰り
岐阜県

G21L01
初級
KID'S

フレンド
ショップ

会員・小学生 ¥2,000 一般 3,500

おとめけいこく

岐阜県 乙 女渓谷ハイキング＆
加 子母トマト収穫体験

フレンドショップ「道の駅 加子母」のスタッフとモンベルスタッフと
一緒に、ハイキングと農業体験を楽しめるイベントです。天然かけ流
し温泉、
ランチも付いた充実のプランです。
トマトのお土産付き！
日程

8/11（木祝）9/22（木祝）

料金

会員・小学生 ¥10,300 一般 11,800

JR 名古屋駅／集合（ 8:00 ）
・解散（ 19:30 ）

G30W01
初級

1

体力

年

小学 1 年生以上

催

16 名

距

2km

和歌山みかん栽培体験
観音山フルーツガーデン
かんのんやま

フレンドショップ「観音山フルーツガーデン」
との特別コラボレーション
農業イベントです。みかんの栽培を通じて、
いったいどのようにフルー
ツが出来上がっていくのかを作業をしながら体験していただけます。
日程

料金

7/9（土）9/24（土）
11/26（土）
会員・小学生 ¥2,000
一般 3,500

※昼食代別途料金
観 音 山フルーツガーデンのみかん
・解散（ 15:30 ）
畑／集合（ 9:45 ）
年 小学 1 年生以上
催 １名 距 2km
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自然体験・観察

自然体験・観察

フレンド
KID'S ショップ

紀の川市

日帰り
和歌山県

08

＜名古屋発着＞バスで行く
かしも

1

体力

5/1（日）11/12（土）12/10（土）
2017年1/9（月祝）2/11（土祝）3/12（日）

生駒山麓公園・野外活動センター／集合（ 10:00 ）
・解散（ 12:30 ）
年 小学 1 年生以上 催 4 名 距 1km

7,500

生駒山麓公園・野外活動センター／集合（ 18:30 ）
・
解散（ 21:00 ）
年 小学 5 年生以上 催 3 名 距 0.5km

中津川市

生駒山系

日帰り

5/20（金）
会員・小学生 ¥6,000 一般

※撮影機材（カメラ、三脚）
レンタル料別途料金

モンベル南阿蘇店／集合（ 9:00 ）
・登山口駐車場／解散（ 13:00 ）
年 小学 1 年生以上 催 4 名 距 3km

バードウォッチング

日程
料金

モンベル・キッズ・チャレンジ

モンベル・キッズ・チャレンジ
五條市ほか

仲間と力を合わせて、登
山や川下り、キャンプに
挑 戦します。ゴールした
時の達成感、冒険を共に
した仲間たちとの思い出
は心に残る宝物になるで
しょう。

3DAYS
奈良県

R29GKC
初級

2

体力

KID'S

日程 7/20
（水）〜22（金） 料金 会員・一般 ¥27,000
※ラフティングシューズレンタル料（別途￥550 ）別途料金

本山町ほか

3DAYS
高知県

R39MKC
鶴岡市

山形県

J06C01
初級

1

体力

KID'S

子どもたちの「生きる力」を育む冒険川下りキャンプ。川遊びを
楽しむだけではなく、自然の豊かさと厳しさ、仲間と協力して挑
戦することの楽しさを全身で体感する3日間。ラフティングボー
トで 20km の旅へ出かけよう！

【集合・解散／モンベル五條店】
【 1日目】集合（ 10:00 ）→川下り→キャンプ
【 2日目】川下り→キャンプ【 3日目】川下り→閉校式→解散（ 16:00 ）
年 小学４年生以上中学３年生まで 催 7 名
距 21km

M.O.C.はJCF（公益社団法人日本カヌー連
盟）
が公認する、JRCA（日本レクリエーショナ
ルカヌー協会）、RAJ（ 一般社団法人ラフティ
ング協会）
の正会員に認定されています。
スクールの安全運営はもとより、各種団体へ
の指導員養成講座、検定会も行っています。

2DAYS

よしのがわ

冒険川下り 奈良吉野川 3days

海満喫のアウトドア＆キャンプ
湯野浜海水浴場2days
ゆのはま

湯野浜海水浴場で行う小学生対象の1 泊 2日キッズキャンプです。
現地集合のイベントですが、山形店に集合して最寄りの高速バス
ターミナルからバスを利用しての参加も可能です。夏の海でアウト
ドア満喫の2日間を存分に楽しみましょう！

初級

2

体力

KID'S

よしのがわ

冒険川下り 四国吉野川 3days

四国吉野川でたっぷり川遊びを堪能し、仲間と力を合わせて川
を下ります。子どもたちだけに贈る3日間の夏の大冒険です。
日程

7/26（火）〜28（木）

料金

会員・一般

¥27,000

※ラフティングシューズレンタル料（別途￥550 ）別途料金
【 1日目】集合（ 10:00 ）→川下り→キャンプ
【集合・解散／ M.O.C. 本山】
【 2日目】川下り→キャンプ【 3日目】川下り→閉会式→解散（ 15:00 ）
年 小学４年生以上中学３年生まで 催 8 名
距 6km

日程 7/27
（水）〜28（木） 料金 会員 ¥18,500 一般 ¥20,000
※1日目昼食、雨天時のバス代（￥620）水族館観賞料金（￥500）山形店集合の
場合、高速バス
（￥4,300）
と海水浴場までのタクシー
（約￥3,000）
別途料金

【 1日目】モンベル山形店／集合（ 7:00 ）→湯野浜海水浴場／集合（ 10:00 ）→テント設
営→カヤック・海水浴→夕食作り
【 2日目】朝食作り→海水浴・サンドアート・釣り→湯野浜
海水浴場／解散（ 13:30 ）→モンベル山形店／解散（ 16:30 ）
年 小学 3 年生以上小学校 6 年生まで 催 12 名
西和賀町ほか

4DAYS
岩手県

H03AKC
初級

2

体力

フレンド
KID'S ショップ

冒険川遊びキャンプ
清流和賀川 4days
せいりゅうわががわ

北上川の支流、和賀川の清流域を舞台にした冒険と川遊びの
４日間。子どもたちの世界を拡げるチャレンジキャンプです。フ
レンドショップ「くりこま高原自然学校」とのコラボレーション
イベントです。
日程

8/3（水）〜6（土）

料金

会員・一般 ¥39,800

ウェブサイトをご覧ください
各イベントの詳しい情報を掲載しています。
持ち物

【 1日目】JR 北上駅／集合（ 12:00 ）→【 4日目】JR 北上駅／解散（ 12:30 ）
※日中は、川遊び・食事作りなどを行います。宿泊場所は3日間テント泊です。
年 小学 4 年生以上中学 3 年生まで 催 7 名
距 2km
3DAYS
埼玉県

R11NKC
初級
KID'S

2

体力

基本情報
せいりゅうあらかわ

冒険川下りキャンプ 清流荒川 3days

ラフトボードで川を下ったり、シャワークライミングで探検した
り、約 30ｋｍを3日間で下る川旅です。今年の夏休みは、いつも
とは違うチャレンジをしてみたいキッズにおすすめです！
日程

8/22（月）〜 24（水）

料金

会員・一般

¥27,000

※ラフティングシューズレンタル料（別途￥550 ）別途料金

【集合・解散／モンベル長瀞店】
【 1日目】集合（ 9:00 ）→川下り→キャンプ
【 2日目】川下り→キャンプ【 3日目】川下り→玉淀湖ゴール→閉会式→解散（ 16:00 ）
年 小学４年生以上中学３年生まで 催 9 名
距 30km

コース・スケジュール

交通案内

イベントの見どころや、参加料金に含まれる
もの、参加条件など、詳しくご案内しています。
イベントの詳しいコースやスケジュールを
ご案内しています。
公共交通機関や車を使っての、
イベントの集合場所までのアクセス方法をご案内しています。

イベント検索も簡単！
モンベルウェブサイト「イベント・ツアー」のページでは、開催月や開催エリアからの検索や、
イベントNo.を利用した検索など、便利な検索機能が充実しています。
「今月はどんなイベントがあるのかな？」「自分の住んでいるエリアでイベントはあるかな？」
などと思ったら、イベント検索をご利用ください！

http://event.montbell.jp/
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モンベル・キッズ・チャレンジ

長瀞町ほか

モンベル・キッズ・チャレンジ

10

イベントの内容に合わせた個々の
持ち物リストをご案内しています。
また、持ち物リストの参考商品を、
オンライン・ストアからそのままご購入
いただくこともできます。

お申し込み方法のご案内
ウェブサイトでイベントの詳細をご確認いただけます。

イベントの詳細・空席確認
ご予約・お問い合わせ

1

ウェブサイトで

http://event.montbell.jp/
モンベル イベント

検索
カテゴリ、開催日、
キーワード、
イベントNo.などから
詳細を検索できます。
イベントの詳細画面から、
お申込みをクリックすると、
空席状況が確認できます。

お電話で

0120-936-007

携帯・IP 電話からは

06-6538-0208

※フリーコールは携帯・IP 電話からはご利用になれません。

【受付時間】10:00 ～18:00 【 定休日 】11月～ 2月の日曜・祝日（3月～10月は無休）

モンベルストア店頭
各アクティビティごとのパンフレットをご用意しております。ご希望のイベントを選んで、
店頭にてご予約いただけます。ご不明な点はスタッフにお問い合わせください。

ご入金

2

イベント料金は事前入金制となっております。当社の定める期日までにご入金をお願いいたします。
ご入金確認後、参加チケットを郵送（店頭支払の場合はお渡し）
いたします。

銀行振込
三菱東京 UFJ 銀行 信濃橋（シナノバシ）支店
普通口座 No.１０７７８８０ 名義：モンベルアウトドアチャレンジ
※振込手数料はお客様ご負担となりますのでご了承ください。

クレジットカード
SAISON・VISA・MASTER・JCB・AMEXの各クレジットカードを取り扱っています。
カード会員番号、有効期限をお知らせください。お支払いは一括のみとなります。

モンベルストア店頭
全国のモンベルストアまたはM.O.C. 取扱店でご入金いただけます。
※ マークのついたイベントは、店頭ではご入金いただけません。

お申し込みの前に必ずお読みください
キャンセル・変更について [現地集合イベント]お客様のご都合によるキャンセル、コース・日程の変更

につきましては、M.O.C.キャンセル規約に基づきイベント開催10日前からキャンセルチャージを申し受
けます。
【キャンセルチャージ】11日前まで:返金時に必要な振込手数料／10〜7日前:参加費の10％／6
〜3日前:参加費の30％／2〜前日:参加費の40％／当日:参加費の100％[旅行イベント ]宿泊（キャン
プは除く）や交通手配を含むイベントは、モンベルネイチャートラベル取扱の旅行となり、旅行取消の規
定や予約成立時期については現地集合・解散のイベントとは異なります。詳しくは当社旅行条件書（全
文）を必ずお読みください。
【キャンセルチャージ】20〜8日（日帰りの場合10〜8日）前:参加費の20％
／7〜2日前:参加費の30％／前日：参加費の40％／当日:参加費の50％／当日無連絡:参加費の100％
イベント中止について お申し込み人数が最小催行人数に満たない場合や、天候・水量などに
より開催直前にイベントを中止させていただくことがあります。その場合は、参加日の変更もしく
は参加費全額のご返金をさせていただきます。天候の急変による当日中止の際、現地までの交通
費は参加者のご負担となりますので、予めご了承ください。
左下：観音山フルーツガーデン

表紙写真 上：埼玉長瀞
右下：モンベル・キッズ・チャレンジ

企画主催

M.O.C.（モンベル・アウトドア・チャレンジ）本部事務局
FA X.0120-936-008

E-mail.moc@montbell.com

旅行取扱

株式会社ベルカディア モンベルネイチャートラベル
観光庁長官登録旅行業第1592 号 日本旅行業協会（JATA ）正会員
総合旅行業務取扱管理者 高萩 祐
FA X.0120-936-008 E-mail.moc@montbell.com
〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2

TEL.06-6538-0208
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