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はじめに

私どもＧＯＯＤ　ＳＰＯＲＴＳ（北海道グラウンドサービス ）は、

北海道で有数のリゾート地「ニセコ」観光客でにぎわう「富良野」、

この2つのエリアを中心とした体験学習プログラムをご提供いたし

非日常的な体験は、特に児童・生徒にとっては、またとない貴重な

学習の場となります。

スタッフが、細心・最大の安全配慮のもと、楽しいひと時を創出し

てまいります。

以下、資料をご高配ください。

ラフティング

フィッシング

マウンテンバイク

トレッキング

インドア体験プログラム

プログラム一覧

体験時の注意事項・安全対策

体験までの流れ・連絡先

体験エリアマップ

目次

、

ております。
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タイムスケジュール

開始時間の15分前に集合してください。ジャージなど持参の服装への着替え、
トイレは開始時間前に済ませてください。（現地で着替えをする場合は、別途時
間をお取り下さい。）受付の際は、最終参加人数の報告、精算方法の確認をお
願い致します。

班ごとに分かれて、担当するガイドをご紹介します。 続いて班ごとにドライ
スーツ、ライフジャケット、リバーシューズ、ヘルメット等を着用。その後移動
車両に乗車、スタート地点へ向けて出発します。

スタート地点到着後、各班ごとにガイドからセーフティトー ク（安全講習）を
受けます。この時にボートの乗り方、パドルの使い方、ガイドの指示、緊急時の
対応等を説明します。説明後は、班ごとにボートを川岸に運びます。

ボートに乗ったらいよいよスタート。ラフティングツアーが始まります。水量
により異なりますが、所要時間はおよそ1時間30分。みんなで力をあわせて漕
ぎ進めていきましょう。

ボートの旅もあっという間です 。ゴール地点に到着したら、そのまま（濡れた
まま）の状態で移動車両に乗り込みます。全員の到着が確認できたら施設へ向
け出発。※状況によっては一部の装備を回収する場合もあります。

施設に到着したら、すぐにドライスーツ、ライフジャケットなどの装備を脱い
で頂きます。ドライスーツを脱いだ直後は体が冷えやすいので体調に十分気
を付けて下さい。お疲れ様でした。

移動（約２０分）

安全講習（約２０分）

ラフティングツアー（約９０分）

ラフティングとは、大きなゴムボートに乗って川を下る、北海

道では1番人気の体験プログラムです。7人が1艇のボートに

乗って、ガイドの指示のもと協力しながら、急流などたくさん

の難所をクリアする達成感を味わえるスポーツです。

ニセコでは、蝦夷富士「羊蹄山」とニセコ連峰を眺めながら、清

流河川日本一にも選ばれたことのある「尻別川」を下ります。

富良野では、大雪山を源流とした、北海道でも指折りの流域面

積を持つ「空知川」を、北海道らしい雄大な景色を眺めながら大

自然に囲まれて下ります。

開催期間

参加条件

所要時間

５月から１０月

（エリア・参加者年齢等により

 期間が前後する場合があります。）

小学生以上（但し、小学生は６月より参加可能。かつ、身長120cm以上）

約３時間から３時間３０分（移動・着替え含む）

最少催行人員 ７名

TEL (011)624 - 0001

（約１５分）

合計　約３．５時間

集合・受付（開始時間の１５分前）

着替え（装備）開始～移動（約５０分）

スタート地点到着

ツアー終了

施設到着
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川や湖などでの餌釣りです。

初心者でもガイドが竿の使い方や釣れるポイント等を親切丁寧に

レクチャー致します。

狙うは、ヤマメ・ニジマス 幻の魚イトウも釣れちゃうかも！

日本中の釣り人が憧れる北海道で一度楽しんでみては？

イトウ

ヤマメ

ニジマス

ウグイ

※魚種写真はイメージです。

場　　所

タイムスケジュール

持ち物・服装

開催期間

参加条件

所要時間

６月から１０月

※雨天時は中止

中学生以上

最少催行人員 １０名

帽子、飲料水

長袖・長ズボン（ジーンズ不可）

約３時間（移動含む）

ニセコエリア、富良野エリア

集合・受付

移動（１５～３０分）

レクチャー（１０分）

釣り体験（１１０～１４０分）

移動（１５～３０分）

合計　約３時間

エリアや天候等により変動します。

・

TEL (011)624 - 0001



タイムスケジュール

持ち物・服装

注意事項

Nature
Program

マウンテンバイク
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ＧＯＯＤ ＳＰＯＲＴＳのマウンテンバイクツアーは、普通の自転

車に乗れる方であれば大丈夫。

①ニセコでは、清流尻別川の気持ちいい風を感じ羊蹄山を眺めなが

ら走るコースです。

②美瑛では、写真や絵ハガキにもなる美瑛独特の丘陵地を颯爽と走

り抜けます。

③富良野では、田園風景を眺めながら北海道らしい一直線の道を走

ります。

ツアーは、伴走車が一緒に走るので体力に自信の無い方でも安心し

て参加いただけます。

開催期間

参加対象

所要時間

６月から１０月

小学生以上

（ただし身長135cm以上 ）

最少催行人員 １０名

約３時間（移動含む）

飲料水

長袖・長ズボン（ジーンズ不可）

体験者の身長・性別を事前にお知らせ下さい。

合計　約３時間

①ニセコ 例

②美瑛 例

③富良野 例

TEL (011)624　-　0001

集合・受付

移動（約２０分）

レクチャー（約１０分）

サイクリングスタート（約１２０分）

ゴール

移動（約２０分）
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トレッキング

04

ＧＯＯＤ ＳＰＯＲＴＳのトレッキングは、北海道らしい風

景を見ながらの自然散策です。

ニセコでは、時間に応じて羊蹄山の麓にある半月湖コースと

原生林に囲まれた神仙沼コースをお選びいただけます。

富良野では、芦別岳の麓をめぐる北海道の自然を満喫できる

コースとなっています。

開催期間

参加対象

所要時間

６月から１０月

小学生以上

最少催行人員 １０名

約３時間（移動含む）

タイムスケジュール

持ち物・服装

集合・受付

移動（約３０分）

ツアー開始（約１２０分）

ツアー終了・移動（約３０分）

飲料水

帽子、長袖・長ズボン（ジーンズ不可）、

履きなれた靴（ソールがしっかりしたもの）

合計　約３時間

TEL (011)624 - 0001
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インドア体験プログラム
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札幌エリア室内でのアクティビティとして数種のプログラムをご用意しています。

材料をすべて揃えていますので、どなたでも気軽にご参加頂けます。

北海道産の牛乳とその他の材料を根気よく混ぜ自分で作るアイスクリ

ームは、格別の味わいです。

一度体験すれば、ご家庭でも簡単に作れるので体験してみては？

すっかり北海道の定番のお土産となった生キャラメルは、意外と簡単

に作ることができます 。

材料を丁寧にとかし、冷やして固めれば出来上がり。

旬の果物を丸ごと煮込む手作りジャム体験です。

果物に、砂糖とほんの少しのレモン汁しか使わない、体にやさしい

自然食品です。

出来立てのジャムをパンに塗ってご御試食頂けます。、

アイスクリーム手作り体験

生キャラメル手作り体験

ジャム手作り体験

共通要領：

準備するもの、当日の服装など特に用意ありませんが、可能であれば、エプロンや汚れてもよい服装

をご用意ください。（受け入れ人数は、会場の確保・道具の準備が必要になるので、事前にご相談下

さい。）ご希望に応じて複数のメニューを組み合わせて行うこともできます。お気軽にご相談下さい。

開催期間

参加対象

所要時間

５月から１０月

制限なし

最小催行人員 １０名

所要時間：約１時間

所要時間：約１時間３０分

所要時間：約１時間

TEL (011)624 - 0001



料  金(税別)
１ツアーor

最少催行人数高校生 小学生

キャンセル料について

ア

ウ

ト

ド

ア

イ

ン

ド

ア

中学生

All
Programプログラム一覧
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ラフティング

フィッシング

マウンテンバイク

トレッキング

アイスクリーム手作り体験

生キャラメル手作り体験

ジャム手作り体験

対象・備考

4,500円

3,500円

4,000円

3,500円

3,500円

3,000円

設定なし

3,000円

4,000円

3,500円

4,000円

3,500円

７名

１０名

１０名

１０名

１０名

１０名

１０名

小学生以上

1,500円

1,500円

1,500円

小学生は６月より参加可能。

（ただし身長120cm以上の方）

中学生以上

（ただし身長135cm以上の方）

制限なし

制限なし

制限なし

２か月前～４日前20％ 

３日前～前日50％ 

当日100％

小学生以上

本予約後のキャンセルについては、以下の通りです。

制限なし
１０名3,000円インドア２メニュー組合せ

TEL (011)624 - 0001



Instructions 
& Note

体験時の注意事項・安全対策
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●原則として雨天決行ですが下記条件またはガイド判断によっては中止とさせていただく場合もございます。

　　1）水位基準：各営業河川の弊社指定水位観測所の水位が安全指定水位を超えたとき

　　2）警報：大雨洪水警報が発令されたとき（当日の気象情報で最終決定）

　　3）公的機関から中止要請がある場合

　　4）ツアーリーダーが気象条件や他の条件により、ツアー不可能と判断した場合

　　　　（大雨による流木の流出・雷が近い・倒木の危険性・災害後など）　　

●安全にツアーを催行するため、スタート前にセーフティトーク（安全講習）を行い、緊急時の対処方法など

を説明、実演します。　　

●緊急時には、ツアーガイド、陸上スタッフ、事務所スタッフと連携を取り、迅速に対応できるようマニュア

ルおよび連絡体制をとっております。　　

●参加者に対しての傷害保険（エース障害保険株式会社・国内旅行傷害保険）に加入しております。

ラフティング等のアウトドアメニューについては、自然の中で行うスポーツのため、危険を伴う場合がありま

す。弊社ガイド・スタッフともに万全の体制をとっておりますが、ガイドの指示に従わず、危険と判断した場

合にはツアーを中止する場合もございます。またその際には返金致しかねます。　　

安全対策・中止の判断

ラフティング参加時の服装・持ち物

フル装備完了！

各メニューで使う基本装備（ドライスーツ、ライフジャケット、パドル、ヘルメット、リバーシューズ等）は、

全て参加料金に含まれています。

めがね着用の方には、めがねストラップ・バンド無料貸し出しもあります。めがね・コンタクトレンズの方は、

外れやすいのでご注意ください。 コンタクトレンズの方は、替えのコンタクトレンズまたはゴーグルの使用を

おすすめします。

アクセサリー類（ヘアピン、指輪、ピアスなど）は全て外してください。

制服やジーンズ、綿パンなどは濡れると重くなるため着用を避けてください。　　　

●春（5、6月）・秋（9、10月）の服装について

　トレーナーやスウエットなどを上下ともご用意ください。その服装の上に

ドライスーツを着用します。靴は、リバーシューズに履き替えていただき

ます。

　ドライスーツを着用していても、濡れた後や汗をかいた後などは寒く感じ

る場合もあります。また汗や長時間の使用によって濡れる場合もございま

す。必ず着替え、タオルをご用意ください。

●夏（7、8月）の服装について

　水着の上に、Ｔシャツ・ハーフパンツなどをご用意くださ い。そのままで

ボートに乗りますので、必ずお着替えをご用意ください。ドライシャツや

ドライパンツなど乾きやすいものがおすすめです。靴は、リバーシューズ

に履き替えていただきます。

気温が低い場合など、ガイドの判断にて「スプレージャケット」を着用す

る場合もあります。

●そのほかのメニュー体験時の服装について

　基本は、動きやすく、汚れてもよい服装でご参加ください。

ツアーリーダーが、ツアー不可能と判断した場 合、前日までに弊社よりお客様へ電話またはメールでご連絡

いたします。ただし天候の急変によって当日催行前に連絡する場合もございます。あらかじめご了承ください。

装備品例

TEL (011)624 - 0001
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住　　所　060-0010

          北海道札幌市中央区北10条西16丁目28 拓殖ビル2階

営業時間　9:30～17:00　年中無休

電　　話　011-624-0001

Ｆ Ａ Ｘ　011-624-8812

  

 

 

あらかじめお電話かＦＡＸにて空き状況をご確認後、

仮予約または本予約依頼をＦＡＸにてお送りください。

最終確認（当日の１週間前頃）

参加同意書等の提出（インドア体験は不要）

☆同意書未提出で、かつ不参加の場合は払い戻しには応じられません。

参加人数分を体験５日前までにＦＡＸまたは郵送でお送りください。

ラフティング その他アウトドア

個　人

学　校

・同意書 一人一枚
・同意書 一人一枚

・同意書 代表一枚
・同意書 代表一枚

・班分け表

・班分け表

班分け表（参加者名簿）

●ボート定員は７名となります。安全上いかなる場

合でも人数超過は認められません。

●班分けは弊社にて行うことも可能です。お気軽に

ご相談、ご依頼ください。

●班分け表に従って、用具の準備を行います。遅く

ても体験７日前までにＦＡＸまたは郵送でお送

りください。

●人数変更や状況によって弊社判断で班分けを変

更する場合もございます。

 
[ニセコ営業所]

※本予約を優先いたしますので、他の団体が本予約をされた場合は、仮予約をお断りする場合がございます。

　あらかじめご了承ください。

TEL (011)624 - 0001

学校名、日程、時間帯、参加人数（生徒数、教員数、添乗員数、参加者の身長・体重）が必要です。

確認後折返しご返答させていただきます。

当日の行程確認（集合時間、集合場所、着替え場所、移動車両など）のため、

弊社からご連絡を差し上げます。

 [札幌本社]

住　　所　044-0081

          北海道虻田郡倶知安町山田70-1

営業時間　8:30～18:00　不定休

電　　話　0136-23-4560

Ｆ Ａ Ｘ　0136-55-5591



Area Map体験エリアマップ
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グッドスポーツ　ニセコエリア会場マップ

各ポイントまでの移動時間（目安）

・グッドスポーツからラフティングスタート地点まで…約30分

・ラフティングゴールからグッドスポーツまで…………約20分

各ポイントまでの移動時間（目安）

・富良野市街地から太陽の里ふれあいの家まで…約30分

・北の峰から太陽の里ふれあいの家まで…………約20分

・ファーム富田から太陽の里ふれあいの家まで…約50分

グッドスポーツ　富良野・山部会場マップ

各ポイントまでの移動時間（目安）

・富良野市街地から山部福祉センターまで………約35分

・北の峰から山部福祉センターまで………………約25分

・ファーム富田から山部福祉センターまで………約55分

各ポイントまでの移動時間（目安）

・富良野市街地から生涯学習センターまで………約35分

・北の峰から生涯学習センターまで………………約25分

・ファーム富田から生涯学習センターまで………約55分

TEL (011)624 - 0001


