
富士山麓の自然を感じる旅

ナチュラルアクションアウトドアツアーズ

教育旅行・体験学習ガイド



　グローバル化からローカル化へ、物質至上主義から環境との共生へと、世の中の潮流は変化し、21世紀型の新しい価値観へとシフトを続けています。
この時代のニーズを富士山のふもとから見据えてきた当社は森林という地球の財産を背負った林業、アウトドアツアーを主とする観光業、駿河湾において資源管理の徹
底された環境下で行う桜えび漁、自然との調和をコンセプトとしたセレクトショップという４つの部門から成る小さな会社です。これらは、どれ一つ自然から切り離さ
れておらず、自然からの大いなる恩恵によって成り立っている業態です。
私共は、「自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する」というテーマを基本理念としております。文明社会の進化とともに、自然界と我々人間と
の距離は昔と比べ明らかに遠くなっております。その結果現在では、人類存続に関わるほどの深刻かつ様々な環境問題を引き起こす結果となっております。　
我々に心から安らげる時や感動を与えてくれる美しい自然環境を未来にも公平に残していくためには、一人一人がもっと自然に親しみ、理解を深め、自然環境を慮る
「こころ」を持って生活していくことが、問題解決の第一歩だと考えております。それらを考えるための入り口は多々ありますが、私共ナチュラルアクションでは、
できるだけインパクトのある、ダイナミックな冒険的自然体験という手段を用いて、楽しく、より多くの方に自然を肌で感じ、気づいていただける機会を提供していき
たいと考えております。

はじ め に

● 一般社団法人ラフティング協会公認エグザミナー
● 一般社団法人ラフティング協会認定検定官
● 一般社団法人ラフティング協会シニアリバーガイド
● RESCUE-3　SRT-Level１・SRT-Level2 インストラクター
● RESCUE-3　テクニカルロープレスキュー
● MEDIC FIRST AID Basic インストラクター
● CONEリーダー　　　　　　　 ● 静岡県環境道場師範
● 静岡県自然学習指導員　　　　● ウィルダネスファーストエイド
● 静岡県消防学校非常勤講師　　● 富士宮市少年警察協助員

代表取締役　佐 野 文 洋



会 社 概 要

WE CONNECT YOU AND NATURE

自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する

私たちの会社は、『自然と人の平和的な繋がりを創造し、より多くの幸せに貢献する』を企業理念として掲げ、
地元の豊かなリソースを再認識し、伝え、地元に根ざし、そこに人が集まることで地元の人と自然に還元される。

そのような自然と人を優しくつなぐ２１世紀型のビジネスモデルを体現し続けたいと考えております。

FOREST Department

「 木 成 」
OCEAN Department

「 第 二 諏 訪 丸 」
River Department

「NATURAL ACTION」
Holistic Department

「General Store」

杉、桧の素材生産を主とする林業を５世帯

にわたり営んでおります。機械化が進む現在

では、年間約２，50０㎡を間伐により生産し、

同時に水源の森を健全に保つ持続可能な

林業経営を粛 と々続けております。

富士山が海と交わる駿河湾の特産品さくら

えび。由比港漁業共同組合所属第二諏訪丸

の船主として、自ら舵を握り、110余年の歴

史ある静岡の伝統漁業に従事しています。

富士川でのラフティングやマウンテンバイク

を中心とするアウトドアスポーツの体験プロ

グラムを企画運営するほか、自然の中に潜む

リスクを回避、対応する為の能力を身につけ

る講習会を行っております。

100％自社林を間伐した丸太で建てたログ

ハウス。2011年にオープンしたこちらのセレ

クトショップでは、自然と人をつなぐ薪ストーブ

をはじめ、自然との調和をコンセプトとした

様々なアイテムを取り扱っています。



自然体験プログラムの目的



大自然と触れ合い、
楽しみ、学び、成長する

ナチュラルアクションでは、社会貢献活動の一環として、教育旅行にも力を入れています。
小学校・中学校・高校などの修学旅行や、企業の新人研修などにご利用いただくことで、
楽しみながら多くの学び、仲間との繋がり、そして感動を得ることができます。

主体的な感性を、
楽しみながら育む

参加者にとってインパクトが大きいダイナミックな冒険的自然体験という手段を用いて、楽し
みながら体験できます。参加者が “いやいや” “仕方なく” 体験するものからは主体的な感
性や意見は生まれませんが、楽しみながら体験することにより参加者自らが “興味を持ち”
“気づき” ” 感じる” 事が出来ます。

自然の楽しさと、
リスクへの対処方法を
身に付ける

自然の中で遊ぶ楽しさと同時に、その危険性についても知ってもらいたいと考えています。
実際に川で行うプログラムの際は、川の専門知識を持ったインストラクターが “川の流れの法
則” “川における危険箇所” “流されてしまったときの対処法” 等の説明をします。知識を得る
ことと体験を同時にすることにより、リスクへの自己防衛・事故防止・減少につながります。

チームで力を合わせて、
問題を解決する

すべてのプログラムは、チームごとに行います。
自然の中では、全員の力を合わせないと解決できない様々な壁があります。それらを一つ一
つチーム全員でクリアーしていくことにより、チームワーク・団結力を養い、人と人とのつな
がりの大切さを気づかせてくれます。

学びと成長

感性を育む

リスクへの対処

チームワーク



富士川ラフティング

おすすめのポイント

学びと成長

感性を育む

チームワーク

リスクへの対処

●  大人数で体験できる
●  未経験者でも楽しめる
●  有資格ガイドが同行
●  チームビルディング要素
●  悪天候に強い
●  先生も一緒に参加可能



集 合 場 所 ： ナチュラルアクション アウトドアツアーズ　〒419-0317 静岡県富士宮市内房2193-8
催 行 期 間 ： ４月～１１月　
定 　 　 員 ： ３０～２５０名
チーム編成 ： 7名（8人乗りのボートにガイドが1名同乗）
対 　 　 象 ： 小学生～高校生　
所 要 時 間 ： ３時間～３時間半
ラフティングは、ボートに乗って急流を下る人気のアクティビティ。私達のホームリバーである富士川（静岡県）は、日本三大急流のひとつ
として数えられています。ナチュラルアクションのラフティングツアーは、チーム一丸となっていくつかの難所を力を合わせて乗り越えたり、時
には穏やかな流れのところで川に飛び降りて水と戯れたり、雄大な富士山麓の大自然を体全体で感じてもらえるツアーとなっております。
トレーニングを積んだ一般社団法人ラフティング協会公認ガイドが1名以上必ず同乗します。また、ライフジャケットを着用するため、川に
落ちても沈むことはありません。運動が苦手な方や体力に自信のない方、未経験者でも安心して楽しむことができます。

水着、タオル、濡れてもいい靴、またはかかとが固定できるサンダル（ヒールはNG）。
メガネの方はメガネバンド、コンタクトの方はゴーグルがあると便利です。静岡県は年間を通して温暖な気候のため、
夏場の体験に関してウェットスーツの着用を強制しておりません（熱中症の危険性有）。その都度、ガイドが当日
のコンディションを考慮して適切なウェアリングをご提案させていただいております。

メガネやコンタクトレンズ、その他携行品の紛失・破損につきましては責任を負いかねますので予めご了承下さい。
装備するギアの関係上、体重が１００ｋｇを超える方がいる場合は事前にお知らせ下さい。
特別な対応を必要とする生徒が参加される場合は必ず先生の同乗をお願いします。
また自然が相手のアクティビティのため危険を伴う可能性があります。必ず事前にご相談ください。

ツアー中に撮影した写真をパスワード付きのウェブアルバムへアップロードしております。
当社ホームページより無料ダウンロードが可能です。

持ち物

注意事項

写真の無料サービス

体験の流れ体験の流れ

ナチュラルアクション到着後、
車内にてガイドより着替え・装備などラフティングの準備について説明。

更衣室等で着替えが完了次第、観光バスに乗りラフティングスタートポイントへ
移動。移動時にガイドがセーフティートーク（安全対策講話）を行います。

スタートポイントへ到着後、チームごと整列し安全装備の最終確認を行い、
水上で漕ぎ方等の説明をし、いよいよ出発！！

コースは通常約４ｋｍを途中水遊びをしながら１時間かけて下ります。
ゴール後、観光バスに乗り込み約１５分かけてベースに戻ります。

到着後、着替えをしバスに乗り込み次の目的地へ出発。

水　着 タオル 濡れてもいい靴 メガネバンド・ゴーグル



いかだづくり体験

おすすめのポイント

学びと成長

学びと成長

感性を育む

チームワーク

リスクへの対処

●  考えて作り、遊ぶ楽しみ
●  自然素材の特性を活用
●  水や景色がきれい
●  有資格者が対応
●  チームビルディング要素



集 合 場 所 ： 西湖　西ノ海キャンプ場　〒401-0332 山梨県南巨摩郡富士河口湖町西湖2403
催 行 期 間 ： ４月～１１月
定 　 　 員 ： ３０～６０名　
チーム編成 ： 1チーム 8名～10名
対 　 　 象 ： 小学生～高校生　
所 要 時 間 ： ２時間半～３時間
子供の頃、一度は夢見た【いかだに乗って冒険する】を体現するプログラム。
地元静岡で育った竹を利用し、仲間で相談し、協力しながら1隻のいかだを作り上げます。ナチュラルアクションでは自然へのインパ
クトを少なくするために発泡スチロールやタイヤのチューブ等を使わずに、竹の浮力のみを頼りにいかだを組み上げていきます。
なぜいかだは水に浮くのか、どのようにロープを結べばほどけないのか、身近な自然に対するふれあいと知識を高めます。
できあがったいかだを水に浮かべ、いかだレースをします。子どもたちの冒険心をくすぐる大自然の中でのアドベンチャープログラムです。

体操服など動きやすい服装、着替え、タオル、濡れてもいい靴（ヒールはNG）、軍手。
メガネの方はメガネバンド、コンタクトの方はゴーグルがあると便利です。
当日の天候に応じてナイロン製のジャケット（上着）をご用意致します。

メガネやコンタクトレンズ、その他携行品の紛失・破損につきましては責任を負いかねますので予めご了承下さい。
装備するギアの関係上、体重が１００kgを超える方がいる場合は事前にお知らせ下さい。
特別な対応を必要とする生徒が参加される場合は必ず先生の引率をお願いします。
また自然が相手の体験のため危険を伴う可能性があります。必ず事前にご相談ください。

ツアー中に撮影した写真をパスワード付きのウェブアルバムへアップロードしております。
当社ホームページより無料ダウンロードが可能です。

持ち物

注意事項

写真の無料サービス

体操服など 着替え 軍　手タオル 濡れてもいい靴 メガネバンド・ゴーグル

体験の流れ体験の流れ

西湖西ﾉ海キャンプ場到着後、車内にてガイドより着替え・装備など、いかだ
作りの準備について説明。

バンガローで着替えが完了次第、西湖の湖畔へ徒歩にて移動。
湖畔に到着したらチームごと整列。

全員が揃ったらチームの中で役割分担。
チームのリーダーが基本的ないかだの作り方をガイドから教わります。

決められた時間の中で協力していかだを作ります。
時間が余ったチームはアレンジも可。完成したいかだを浮かべ、レースなどをします。

作ったいかだを分解して片付け、湖畔のゴミを拾い綺麗になった後、着替え、
バスにて次の目的地へ出発。



安全に対する取り組み

アウトドアでの体験学習はルールを守って行う限り、非常に安全で楽しいアクティビティです。
当社ではヘルメット、ライフジャケットの着用の厳守、天候や体調に応じたウェットスーツ等の貸出、体験前の安全説明など徹底
した安全管理を行っております。
また、所属するガイドは、安全面・レスキューなどの講習に参加・ライセンス取得するのと同時に、地形や水量を熟知したプロ
集団でもあります。ガイドには以下の資格の取得を義務付けています。

国内で唯一公的なガイドライセンスを発行する機関。
安全基準や運行規程、装備に基準を設けており当社もそれに準じております。
また、トリップリーダーという制度があり、２年以上の経験を有し、４年に一度研修を受けている
シニアガイドが必ず１名以上トリップリーダーとしてツアーに同行します。

一般社団法人ラフティング協会公認リバーガイド

世界１７ヵ国で展開され、河川での急流救助訓練としては世界でも権威と実績を誇るプログラ
ム。海外ではプロの救助者である消防官やレンジャーの訓練プログラムにも採用されています。
河川における危険を予知する能力、そして万が一【事故】に遭遇したときに助ける能力を身に
着けるための講習を受け、トレーニングを行うことで、安全管理を徹底しております。

RESCUE-3 SRT1（急流救助技術専門員講習）

メディックファーストエイド及び、普通救命講習を受講し、目の前で突然倒れた人や倒れてい
る人を発見した場合の対処方法、その人が意識障害や呼吸・心臓停止となった場合の心肺蘇生
法や AED（自動対外式除細動器）の使用方法等を学ぶ講習に参加し、２年に一度リフレッシュ
しています。

MEDIC FIRST AID ベーシック 又は 普通救命講習

事故発生時の対応ライセンスについて ツアー催行時には、緊急時に備え必ずサポートスタッフが陸上で
待機しております。

報告

報告連絡

確認

搬送

要請
報告
ヘルプ

報告 指示

状況確認
応急処置

報告 指示

救急車

病　院

ツアーリーダー

事故発生！

添乗員

学校・保護者
ナチュラルアクション

代表

指示 報告

ナチュラルアクション
サポートスタッフ

ツアーガイド



施 設 紹 介 地元芝川の間伐材で建てられた木のぬくもり溢れるログハウス。
エスプレッソマシンを使った本格的なコーヒーが飲めるカフェやアウトド
アショップも併設しており、引率の先生や添乗員の皆様が待機できる
スペースとなっております。
外にはウッドデッキやステージ、ボルダリングウォールを設置。待ち時間
やツアー前後で自由に遊べる他、広いスペースでは体験前のオリエン
テーションもストレスなく実施でき、駐車場も広く大型バスの乗り入れも
問題なく受け入れる事ができます。
新清水I.C、富士川SAから共に約15分。県外の東京、神奈川、愛知、
山梨、長野方面からお越しの方もアクセスしやすい場所に位置してい
ます。

体験前のオリエンテーリングに

更衣室も広々

自由に遊べるボルダリングウォール

清潔な水洗トイレ

ＢＢＱセット（要予約・制限有）

予算に応じて内容変更可

アクセス 新東名高速道路
新東名高速道路
東名高速道路
東名高速道路

新清水 ICより約 15 分
新富士 ICより約 30 分
富士 ICより25 分
富士川SAスマートICより約 15 分
※富士川SA利用可能車両 : 入口12.0m以下　出口8.5m以下

●ファミリーマート

東海道新幹線
JR東海道線

東名高速道路

新東名高速道路

富士川

至静岡

至甲府

甲駿橋
北詰

新内房橋
芝川駅

富士川駅

富士宮駅

富士駅

新富士
IC

ラフティング
スタートポイント

富士
IC

富士川
SA

清水
JCT

清水
IC

新清水
IC

新清水
JCT

新富士駅

●イオン

蓬莱橋

浅間大社

国道
1
ROUTE

国道
52
ROUTE

県道
10

ラフティング
ゴールポイント



万が⼀のアクシデントに備え下記保険に加⼊しております。

1998年より富⼠川でラフティングツアーを開催し、多くのお客様に安全なツアーを提供

してきた実績があります。

定期的なリスクマネージメント講習・トレーニングを⾏い安全にツアーが⾏えるよう訓練

しています。

ツアースタート前に⾏うセーフティートーク（安全対策講話）では、初めて体験する

⽅にも分かりやすく説明しております。

トレーニングを積み、資格を取得したガイドがツアーに同行
当社ガイドはラフティング協会公認リバーガイド・急流救助技術専⾨員講習・普通救命講習

の資格を義務付けております。

保険について

安全性について

開催実績 1998年より安全なツアーを開催

安全管理 安全意識の高いスタッフを育成

装　備 安全性を考慮した装備をレンタル
ライフジャケット・ウェットスーツ・ヘルメットの基本装備を各サイズ取り揃えております。

経験・資格

緊急時の対応 万が⼀、事故の場合は下記の流れで対応いたします。

また、ツアー催⾏時には必ずサポートスタッフが陸上で待機しております。

事故の発⽣ 危険防⽌

ケガ⼈の救護

ツアー再開 ツアー中⽌

⽐較的軽傷

⽣命に危険のある時

死亡のとき

⾏⽅不明

安全な場所へ移動

状況の確認・判断

救護・確認

応急処置

救急⾞などの⼿配

代表者・事務所へ報告

応急処置

陸上スタッフへ引き継ぎ

病院または診療所の⼿当

119番通報

搬送までのレスキュー活動

学校・家族への連絡

警察への連絡

医師への連絡

警察への連絡

消防への連絡

医師への連絡

家族への連絡

体験実施場所周辺の病院・警察・消防
病院 富⼠宮市⽴病院   TEL 0544-27-3151

富⼠宮市救急医療センター   TEL 0544-24-9999

警察 富⼠宮警察 地域課  TEL 0544-23-0110

消防 芝川消防署  TEL 0544-65-1219

保険会社 損害保険ジャパン⽇本興亜 株式会社

損害保険支払金額 死亡・後遺障害 500万円

⼊院⽇額 5,000円 通院⽇額 2,500円

賠償責任保険 ⾝体・事故・財物対象



空き日程を確認 事前の下見

�

STEP1

ご予約までの流れ

お電話・メールにて

承っております

STEP2

いかだ作り体験は説明のみ

となります。下⾒ができな

い場合は資料・お電話にて

ご説明いたします

STEP3
お申込み

メールにて必要書類を

お送りいたします

必要事項のご記⼊・返信を

お願いします

担当よりご連絡
STEP4

書類の確認後、ご連絡

お申込みの確定

料金について

キャンセル料 団体様のご予約キャンセルについては、1ヶ⽉前より発⽣となります。
ご注意ください

1ヶ⽉〜14⽇前
13⽇〜2⽇前  
前⽇   

当⽇   

10%
30%
50%
100%

教育旅行実績 2001年度より受⼊れを開始し、延べ⼈数50,000名以上の中・⾼校⽣の
ご参加をいただいております。

近年では毎年約40校以上約3,000名の⽣徒さんにお越し頂いております。

お問い合わせ

受付時間 9：00〜18：00 

TEL 0544-65-1123
mail info@naturalaction.co.jp

ラフティング体験 平⽇ 5,500円（税別）
⼟⽇祝 6,000円（税別）

いかだ作り体験 平⽇ 3,000円（税別）
⼟⽇祝 3,300円（税別）

※いかだ作り体験は別途施設使⽤料1名につき250円
※料⾦に含まれるもの 装備レンタル料・ガイド料・保険料

荒天時について ラフティング体験は⾬天決⾏となりますが、当社の運⾏規定を超えた場合及び、

ツアー責任者が危険と判断した場合はツアーを中⽌いたします。

その場合のツアー代⾦は頂きません。

また、ツアー中に突然の地震、ゲリラ豪⾬等、天災により安全にツアーを遂⾏する

事が難しくなり、ツアーを途中で中⽌した場合の返⾦は致しません。

ご了承くださいませ。

個別の不参加は、体調不良等やむを得ない事情がある場合、考慮いたします。

⼥⼦⽣徒さんの⽣理については参加・不参加の個⼈差があります。

⼥性スタッフが対応いたしますのでご相談ください。

※

特別な対応を必要
とする方の参加

特別な対応を必要とする⽣徒さんの参加につきましては、保護者様・学校様にて

承諾頂き、当社ガイドと相談の上、判断させて頂きます。

可能な限り体験ができるよう対応させて頂きたく、事前に症状や状態などをお知ら

せください。

また、⽣徒さんのボートへは先⽣の同乗をお願いしております。


