みんなで力をあわせて川を漕ぎ下るラフティング
水しぶきを浴びて川遊びを満喫しよう！
埼玉
長瀞

キッズ向けイベントあり
集合場所はフィールド横

ウェブサイトでイベントの詳細をご確認いただけます。
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初めての方でも安心！

奈良
五條

関東 、関西、四 国 で 開 催

お申し込み方法のご案内

四国
吉野

イベントの詳細・空席確認
ご予約・お問い合わせ

各イベントの詳細を
ご覧いただけます。

ウェブサイトで

2016 年 4 月 -11 月 イベ ント の ご 案 内

http://event.montbell.jp/

全国３カ所で開催中！

モンベル ラフティング

ラフティング

検索

カテゴリ、開催日、
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。

モンベルのラフティングは、
ここがおすすめ！
①頼れるガイドがご案内！

お電話で

ガイドは全員RAJ
（一般社団法人ラフティング協会）の公認

0120-936-007

資格を持っています。
ガイドはすべて日本人。
安心･安全にご案内します。

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）

②清潔＆快適な施設で安心！

モンベルストア店頭

M.O.C.フィールドベースには、更衣室や温水

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。

シャワーを完備。
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快適にお楽しみいただけます。

ご入金
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。

③イベント内容が充実！

銀行振込

激流を下るだけではなくゲームや水遊

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。

びを盛り込み、
とびきり楽しい一日をお
約束します。

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

きを
ぶ
し
水
感！
快
爽
浴びる

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。

④充実の装備は安心の自社製品＆料金込み！
ラフティング 持ち物・服装のご案内

（靴は除く）

● 水着
（下着代わりに着用）

● アウターとして着用するハーフパンツ

● 濡れてもよい運動靴
（脱げにくいもの）

● バスタオル ※ツアー終了後の着替えの際に必要です。

● スイムゴーグル ※コンタクトレンズ使用の方で紛失が心配な方

● 眼鏡バンド ※眼鏡使用の方／当日お買い求めいただくこともできます。
● 保険証
（コピー可）

● 参加チケット ● 日焼け止め

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。
表紙写真 上：四国吉野川・小歩危（曲がり戸の瀬）／左下・右下：埼玉長瀞

ヘルメットやライフジャケット、ウェットスーツ等の
レンタル料は全てイベント料に含まれています。
企画主催

レンタル・販売のご案内

● レンタルシューズ ……………¥550

● レンタル防水カメラ…………1日 ¥2,000 ／ 半日 ¥1,200

● SDカード販売 ……………… 8G ¥700 ※SDカードご持参も可能です。

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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誰もが大自然のパワーを満喫できる
ウォータースポーツ、ラフティング。
白く泡立つ激流にエキサイトしたり
穏やかな流れにリラックスしたり
日常を離れて思いっきり
自然を楽しみましょう ！

ながとろ

埼玉長瀞
R11NS1

R11N0K

半日で気軽に急流体験！

ラフティングとカヤックを両方満喫！

ラフティング
イベントの1日

日程：７〜8月毎日と4〜10月毎土日祝

日程：７〜8月毎日と4〜10月毎土日祝

対象：小学1年生以上(保護者同伴）

対象：小学1年生以上(保護者同伴）

最少催行人数：5名

最少催行人数：4名

最少催行人数：7名

午前：集合 9:50 / 解散 13:00

集合：9:50 / 解散：16:40

モンベル五條店

四国吉野

全員で力を合わせ、パドルを漕ぎ
ます。小さな瀬、大きな瀬・・・
激流の中、迫り来る波をいくつも
乗り越えて。

集合場所

モンベル五條店
TEL : 0747-23-0665

埼玉県秩父郡長瀞町本野上淵の上350-1

よしの

詳細は
こちらから !

集合：9:40 / 解散：16:00

モンベル長瀞店
TEL：0494-69-2120

R36SL1

○秩父鉄道 野上駅より徒歩7分

奈良県五條市小島町533

詳細は
こちらから!

○JR五条駅より車で10分
※無料送迎あり(要予約）

大歩危・小歩危峡を流れる日本最大級の激流に挑戦 !
渓谷美と透きとおるようなエメラルドグリーン色の美しい川も必見です。

ロングコース

R39BS1

こぼけ

ショートコース

おおぼけ

R39MF3

体験コース

もとやま

詳細は
こちらから !

ラフティング 小歩危
1day 四国吉野川

ラフティング 大歩危
Halfday 四国吉野川

ラフティング 本山
ファミリーコース

日本最大級の激流を約10〜15km下ります。

日本最大級の激流を半日で堪能しよう！

親子一緒に楽しめる、比較的穏やかなコースです。

大人

¥10,000〜¥13,000

日程：4〜10月毎日
対象：高校生以上60歳まで
最少催行人数：5名

ランチ
付き

集合：10:00 / 解散：16:30

大人

¥5,200〜¥6,200

日程：4〜11月毎日

集合場所

徳島県三好市山城町西宇島の河原
リバーステーションWest West内
○JR大歩危駅より車で5分 ※無料送迎あり(要予約）
○井川池田ICより車で30分

大人

¥5,700

/ 小学生 ¥4,700

日程：7〜8月毎日

対象：中学生以上65歳まで

最少催行人数：4名

対象：小学1年生以上(保護者同伴） 70歳まで

午前：集合 9:30/解散 12:30

最少催行人数：5名

午後：集合 13:30or14:00/解散 16:30or17:00

午前：集合 9:30 / 解散 12:30

※日程により、集合解散時間が変わります。

モンベル大歩危店
TEL：0883-76-8110

おつかれさまでした！

ランチ
付き

集合場所

h!!!

流れのゆるやかな場所では、
ライフジャケットでプカプカ
リラックスタイム

¥9,800〜¥10,300

対象：小学1年生以上(保護者同伴）

午後：集合 13:30 / 解散16:40

Splas

パドルを操り、瀬を
越える度に連帯感が
生まれます。

大人

日程：７〜9月毎日と4〜11月毎土日祝

モンベル長瀞店

楽しい〜 !

¥11,100〜¥12,600

ランチ
付き

ラフティングと川遊びをしながら
丸１日遊び尽くそう！
小学生 ¥7,800〜¥8,300

ドキドキの急流や穏やかな流れ、美しい景観
など、コースの楽しみは盛りだくさん。
ラフティングイベントの一例をご紹介します。

スタート前にコースの説明と、
パドルの扱い方、川に落ちた時
の対処法など学びます。

大人

ラフティング 奈良吉野川

小学生 ¥10,100

小学生 ¥5,500〜¥6,000

白く水しぶきを立てる激流にエキサイト！
大自然のパワーを満喫しよう

R29GL1

まるごと川遊び
1day 埼玉長瀞

¥6,000〜¥6,500

大阪・和歌山・京都からも気軽にお出かけ。
親子一緒にアウトドア体験！

奈良五條

ラフティング
Halfday 埼玉長瀞
大人

RAFTING

ごじょう

関東圏から簡単アクセス、清流荒川で
子どもから大人までドキドキの川下りを満喫！

午後：集合 14:00 / 解散 17:00

集合場所

集合場所

M.O.C.岩原
TEL：0887-75-0898

M.O.C.本山

高知県長岡郡大豊町大久保1-3

高知県長岡郡本山町本山521-1

○JR土佐岩原駅より徒歩10分
○大豊ICより車で20分

○JR大杉駅よりバス20分
○大豊ICより車で15分

※イベントの日程については一部の日を除きます。開催日程と時間についての詳細はウェブサイトをご覧ください。
料金は全て消費税込みの価格です。中学生未満のお子様は保護者同伴でご参加ください。

