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団体様のレクリエーションに最適！

ナッツのツアーが学校・会社・団体様にオススメな理由

川遊びをとことん楽しめて、 BBQや送迎も付けられるのはナッツだけ！
コスパ◎＆サービス満点で、 毎年多くの団体様にお越しいただいています！

ナッツはラフティング中の遊びに最も力をいれています。 参加者全員で楽し
めるからレクリエーションに最適！遊びのカスタマイズも OK。 全員でするボー
ト遊びや、 チームに分かれてするゲーム等ありますので、 ご相談ください！

遊び満載のツアーで全員が楽しめるココが違う！

ラフティング＋バーベキューで大阪からの無料送迎サービスつき。 （京都は回
送ルート上不可） 送迎ご希望者 5 名様が集まり次第催行。 20 名以上で貸
切も可能です。※大阪市内なら会社などへのお迎えもＯＫ（ご相談ください）

貸切可！大阪からの無料送迎プランありココが違う！

バーベキュー時には、 ビンゴ大会などのレクリエーションやサプライズパー
ティーをされる方も多いです。 事前に景品をお送りいただいたり、テーブルセッ
ティングのお手伝いもさせて頂きます。

ＢＢＱ時にレクリエーション可能ココが違う！

バーベキューブースは立地の良さが嬉しいポイント。 スタッフが火を起こして
おくので、 ラフティング終了後は着替えてすぐにバーベキューをスタート可能！
時間のロスが無くバーベキューを楽しめます。

敷地内でのＢＢＱは移動もラクラクココが違う！

ラフティング現地集合特価 円 （税抜） ～4,000
ラフティング＋ＢＢＱ送迎付料金 円（税抜）～7,910
現地集合BBQ 円 （税抜）＋3,000
BBQのみ参加 円 （税抜）4,000

写真データ
無料

駐車
スペース
無料※

BBQ付
送迎無料

あり

※ラフティング料金は日程により異なります。ＨＰの料金カレンダーをご覧ください。
《料金一例》 ラフティング現地集合 +BBQ の場合、 ラフティング 4,000 円 （税抜）＋BBQ3,000 円 （税抜） でお
一人様 7,000 円 （税抜） となります。
※無料駐車ペースについては限りがあります。 大型バスの場合は、 隣接の有料駐車場へのご案内となります。

※料金に含まれるもの ： ガイド料 ・ 装備レンタル ・ 保険料 ・ ツアー中の移動費。
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《BBQ料金に含まれるもの》
２時間飲み放題（缶チューハイ・発泡酒・ソフトドリンク・お茶
など）、食材（牛肉、野菜、焼きおにぎり）、テーブル・イス、テ
ント、ＢＢＱコンロ、炭や網、トング、お皿とお箸など一式）
※食材・飲み物の追加持ち込みOKです。

◆ツアーから帰って着替えている間に、ＢＢＱスタッフがすべて
準備しています。敷地内にＢＢＱ場所があるので、移動無しで
楽々なところが団体様にも好評です！

◆大きなテントの下にテーブルとイスを設置。突然のにわか雨
でも大丈夫！強い日差しの日でも安心で、女性にもうれしい！

◆お肉を焼いて食べるだけ。面倒な準備や後片付けはスタッ
フにおまかせください！

ツアースケジュールツアースケジュール

BBQプラン詳細

7:00
9:00
9:30 ～ 12:00
12:30
13:00 ～ 15:00
15:00
17:00

《送迎》 JR 大阪駅 （西梅田スクエア前付近） 集合
《送迎》 ラフティングベース到着
《現地》 ベース集合。 準備出来次第、 スタート地点へ移動しラフティング開始。
ラフティング終了 （JR 保津峡駅 → 電車→JR 馬堀 → 徒歩でベースへ）　《現地》 着替え後解散
バーベキュー ※ＢＢＱ付プランの方

《送迎》 出発
《送迎》 大阪駅付近にて解散

午前コース（9:00）

11:00
13:00
13:30 ～ 16:00
16:30
17:00 ～ 19:00
19:00
21:00

《送迎》 JR 大阪駅 （西梅田スクエア前付近） 集合
《送迎》 保津川ラフティングベース到着
《現地》 ベース集合。 準備が出来次第、 スタート地点へ移動しラフティング開始。
ラフティング終了 （JR 保津峡駅 → 電車→JR 馬堀 → 徒歩でベースへ）　《現地》 着替え後解散
バーベキュー ※ＢＢＱ付プランの方

《送迎》 出発
《送迎》 大阪駅付近にて解散

午後コース（13:30）

※当日の交通状況により、 到着のお時間は前後する可能性があります。

※当日の交通状況により、 到着のお時間は前後する可能性があります。

飲み放題付き BBQ でお得！屋根つきの場所で行うので雨天でも安心です！
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大型のテントを設置しているから雨天でもＯＫ！準備や片付けは不要！手ぶらでＯＫ！ コンロ 1 台につき約 8 名でご用意。

ラフティング料金＋BBQ 料金 円 （税抜）3,000



持ち物

夏季の服装の例： 水着＋Tシャツ短パン

●装備のレンタルは、シューズ以外は全て料金に含まれております。
●ご持参いただいた水着の上に、ウェットスーツを着用いただきます。
●季節によって、ウエットスーツの上に着るパドリングジャケットを無料でお貸しいたします（寒さ対策、日焼け防止用）
●真夏の日差しが強い日は、ウエットスーツも暑苦しく感じる日もあります。保津川では、ウエットスーツは着ずに水着の上
にライフジャケットを着用するのもＯＫです。その場合は、短パン（男性用水着やジャージ等、水はけがよさそうなもの）や、
ラッシュガード又はポリエステル・ナイロンなど化学繊維のドライシャツをご用意ください。(木綿は濡れると体温を奪いま
すので、なるべく避けるようにしてください)
●シャワーのご用意はありません。（お車でお越しの場合は帰りに各自で温泉など立ち寄っていただいております。）
●電源はございますので、ドライヤー等お持ちいただいた場合はご使用できます。

●お持ち頂く場合は、マジックテープ式の踵をしっかり停めることの出来るスポーツサンダ
ルや、マリンシューズ、無ければ濡れても良いスニーカーなどでもOKです！（クロックスやビ
ーチサンダル、足の甲が出ているタイプの靴は泳ぐと脱げてしまうのでＮＧ。）
●お持ちで無い方は、レンタルシューズをご用意しております。（予約不要・当日現地払い￥
300）22～28ｃｍの１ｃｍ刻みとなります。数に限りがございますので、できるだけご持参くだ
さい。ご協力お願いします！

●ツアー中の写真は、ガイドスタッフがデジカメで撮影させていただき、後日無料でダウンロードできます。
万が一ですが機材の故障によって、撮影できないこともございます。無料のサービスのため、予めご了承ください。
●カメラをお持込される場合、防水・防塵機能のあるカメラをお持ちください。カメラなどが故障や紛失した場合、一切の責任は
負いかねます。

水着
無ければ濡れても良い下着でも可。（レンタル無し）

タオル
ツアー終了後、身体を拭いていただくものです。（レンタル無し）

濡れても良い靴
スニーカーやスポーツサンダルなど足首で留められるタイプのもの。
（￥300でレンタル有り/予約不要）

メガネの方はメガネバンド
（レンタル無し）コンタクトの方はゴーグルまたは、使い捨てコンタクトがオススメ。

保険証
なければ、コピーをお持ちください。
万が一の際に必要ですが、お見せいただかなくて大丈夫です。

足元・サンダルの注意

カメラなどの注意

基本の装備品はレンタル無料！ 暑い日は T シャツ＆短パンで参加 OK♪

Outdoor
Club Nuts

お気軽にお問い合わせください。 詳しくは http://hodugawa.com/hozugawa  

アウトドアクラブNuts　大阪事務所　〒567-0877 大阪府茨木市丑寅2丁目7-9-103　代表：伊里 恒一
090-5168-4219 （FAX： 072-665-4347） info@nuts.moo.jp

お電話 7:00 ～20:00 迄受付



アクセス

電車での行きかた

車での行きかた

送迎の集合場所
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車で大阪から高速で約1時間以内。 ベー
ス敷地内にマイクロバスも駐車 OK な無
料駐車スペースがあります！

※駐車スペースには限りがあります。 （要予約）
※大型観光バスはベース横の有料駐車場 （1 日
￥1,000） をご利用ください。

◆京都縦貫道 「篠 IC」 から 15 分
◆名神高速道路 ・ 京滋バイパス・ 第二京
阪道路から
大山崎 JCT・ IC→京都縦貫自動車道→
「篠 IC」 を出て左折→国道 9 号線→「野
条」 交差点→「JR 馬堀駅」 方向へ。

◆最寄の JR 馬堀駅から徒歩約 7 分。
JR 京都駅→（約 30 分）→JR 嵯峨野線 
馬堀駅→（徒歩約 7 分）→Nuts 保津川
ベース

※快速は 「馬堀駅」 には止まりません。 ※1 時間あ
たりの本数が少ないのでご注意ください。

◆トロッコ亀岡駅から徒歩 1 分
嵐山観光をした後、 トロッコ列車に乗って
くるのもオススメです。
JR 嵯峨嵐山→（徒歩約 4 分）→トロッコ
嵯峨駅→（約 26 分）→トロッコ亀岡駅

※午後便の集合時間に間に合うトロッコ電車 ： トロッ
コ嵯峨駅 12:07 発→トロッコ亀岡駅 12:30 着 （到
着後、 駅でお土産を見たりできる時間があります。）
トロッコ嵯峨駅 13:07 発→トロッコ亀岡駅 13:30 着
（到着後、 すぐにベースへ集合！）

◆ＪＲ大阪駅から
桜橋口の改札を出て西へ進みます。 横
断歩道を渡って左側 （南方向） に進むと
西梅田スクエア前付近の道路沿いです。
雨が降ってる時は JR の高架下の方まで
車を移動して待っている場合もあります。

◆阪神梅田駅 ・ 四つ橋線西梅田駅から
ヒルトンプラザ・ウエスト入口横に 「６７７」
出口がありますので階段を上がります。
手前にすぐ見える横断歩道をわたると西
梅田スクエア前に着きます。

住所 ： 京都府亀岡市
篠町山本神田 トロッコ
列車亀岡駅 （南側）
ですが、 「トロッコ列車
亀岡駅」 をナビの目的
地に入れ、 南側を目指
してお越しください。



お振込み先

キャンセルポリシー
実施９日前よりキャンセル料が発生いたします。
キャンセル・日程変更は必ず電話で連絡してください。
■お申し込み後、お客様の都合によるキャンセル・
日程変更が発生した場合、下記の手数料を申し受けます。

■ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行からお振込みの場合)
ゆうちょ銀行
記号 14190
番号 75191831
口座名　イザトコウイチ

■ゆうちょ銀行（他の銀行からお振込みの場合） 
ゆうちょ銀行
店名 四一八（ヨンイチハチ）
店番 418/普通預金
口座番 7519183　口座名 イザトコウイチ

よくあるご質問
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◆人数が未確定なのですが、人数が多いため仮予約をさせて頂く事は可能でしょうか？
仮予約は承っておりませんが、空きがなくなる前にご連絡することは可能です。お気軽にお申し付けください。

◆いつまでに本予約しなければならないでしょうか？
本予約は企画が決まり次第、予定の人数でとっていただきます。ツアー3週間前におおよその人数を連絡、
ツアー10日前に人数確定をお願いしております。

◆どの段階でお支払いが必要でしょうか？
本予約を入れていただいてから3日以内に、予約金として先に3万円か、全額をお振込みいただきます。
予約金を入れていただいた場合はツアー10日前に残金お振込みをお願いしております。
本予約後に企画が取り止めになった場合は、お振込み手数料を差し引いて返金いたします。

◆人数の変更や本予約キャンセルはいつまで可能でしょうか？
ツアー10日前に人数確定となり、9日前より減る場合はキャンセル料がかかります。
空きがあれば増やすことも可能ですので、随時お問い合わせください。

◆予約出来る最大人数は何名でしょうか？
日程により異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

◆ラフティング＋BBQ＋無料送迎付プランをお願いしたいのですが
参加者の中でBBQプランの有り無しが合っても大丈夫でしょうか？
参加者様によってBBQの有無を決めていただいて構いません。
BBQつきはラフティング料金＋3,240円で可能です。BBQのみで参加の場合はお一人様4,320円で可能です。

◆BBQプラン有り無し混合で申し込んだ場合、送迎はBBQプラン付きのみになるのでしょうか？
無料送迎は「ラフティング＋BBQプラン」の方へのサービスでさせていただいています。
BBQのみに参加の方は、BBQ開始時刻に現地集合していただいております。

◆天候不良でラフティングが中止になった場合は返金されるのでしょうか？
通常の雨でしたら問題なく開催できますので、お客様判断でのキャンセルは規定どおりのキャンセル料がかかりますので予め
ご了承ください。ただし、台風やゲリラ豪雨があった場合、ダム情報・水位情報等を確認した上で、弊社の規定水量を越える場合
に限り、中止となることがあります。天候の急変もありますので、当日の朝に中止の判断をしております。中止の場合はこちらから
お電話にてご連絡させていただき、全額返金もしくは日程変更を承ります。

無料
ツアー料金の３０％
ツアー料金の５０％
全額

実施１０日前まで
９～３日前
２日～前日
ツアー実施当日


