
ベーシック /アドバンス プログラム一覧

アースレンジャー 2019

ベーシック
コース
Basic

京都

対　象：満 4歳～小 3　  定　員：各 30名（最少催行人数：各 6名）
集合解散：京都駅八条口 　　      　時　間：9:00～16:00 (プログラムにより変更あり）
参加費：60,000円（税込）/年11回

4月～3月（8月を除く）年11回の年間セットです。
日　程：日曜①・日曜②

アドバンス
コース
Advance

対　象：小3～小6  定　員：各25名（最少催行人数:各6名）
集合解散：京都駅八条口             時　間：9:00～17:00 (プログラムにより変更あり）
参加費：70,000円（税込）/年 11 回

4月～3月（8月を除く）年11回の年間セットです。

日　程：日曜①・日曜②

月 ステージ プログラム 場所 日曜① 日曜②

4
冒険準備ステージ

冒険準備
これから始まる冒険の準備をしよう！ 京都御苑 7 21

5
どろステージ

泥あそび＆泥だんご作り
田んぼの泥であそぼう！
めざせ全身どろんこ！！

岩倉
田んぼ 12 19

6
いしステージ

石をつかってクラフト
石の世界は無限大！

石の特徴を生かしてあそぼう！
宝ヶ池
公園 9 23

7
かわステージ

川流れ＆生き物探し
冷たい川であそぼう！

プカプカしながら生き物さがし！
桐生

（大津市） 7 21

9
すなステージ

砂あそび＆砂の造形
さらさら？ザラザラ？

砂を触って砂で作ろう！
琵琶湖

（近江高島） 8 29

10
おかステージ

ダイナミックに丘すべり
転がる！？滑る！？

丘のジェットコースター！
松尾

河川敷 6 27

11
もりステージ

森の探検＆秘密基地作り
森のひみつきち作り！
秋の森であそぼう！

双ヶ岡 10 24

12
ひステージ

焚き火＆焼きマシュマロ
マッチ一本で、めざせ焚き火マスター！

友愛の丘
（城陽市） 8 15

1
かぜステージ

風とあそぶ＆お餅つき
子どもは風の子！

冷たい風であそぼう！
友愛の丘
（城陽市） 19 26

2
ゆきステージ
とことん雪遊び

冬もとことん外遊び！
たくさんの雪であそぼう！

百井
青少年村 2 16

3
はっぱステージ

葉っぱ・木の実・枝で自由にあそぼう！
森の落とし物を探せ！
葉っぱであそぼう！

京都御苑 1 15

月 冒険アイテム プログラム 場所 日曜① 日曜②

4 ストップウォッチ
ミッションゲーム

〜仲間と協力してミッションクリア！〜
梅小路
公園 14 21

5 グライダー＆ハーネス＆ヘルメット
パラグライダー

〜大空へ飛び出そう！〜
舞洲

（大阪市） 12 26

6 ナイフ
ナイフでクラフト

〜ナイフを正しく使いこなそう！〜
友愛の丘
（城陽市） 16 23

7 あみ＆水そう
プチリバートレッキング

〜川登の探検に出かけよう！〜
桐生

（大津市） 7 21

9 木材＆浮力のあるアイテム
イカダでGO！

〜イカダで湖にこぎ出そう！〜
琵琶湖

（近江高島） 8 29

10 ホールド＆チョークバック
ボルダリング

〜高い壁をよじ登ろう！〜
百井

青少年村 13 20

11 ロープ＆ハーネス＆ヘルメット
ロープクライミング＆スラックライン
〜ロープを使って上へ！横へ！〜

友愛の丘
（城陽市） 17 24

12 ファイヤースターター
焚き火＆ダッチオーブンクッキング
〜野外で極上料理に挑戦！〜

友愛の丘
（城陽市） 8 15

1 杵＆うす
餅つき＆たこあげ

〜新年を祝おう！〜
友愛の丘
（城陽市） 19 26

2 スノーグローブ
とことん雪あそび

〜白銀の世界で思いっきり遊ぼう！〜
百井

青少年村 2 16

3 コンパス＆MAP
トレッキング

〜仲間とファイナルチャレンジ！〜
私市

（交野市） 8 15



ベーシックコース

雨天により予定通りのプログラム実施が困難な場合は、

（施設の予約の関係でその他の場所になる可能性がございますのでご了承ください。

下記の場所にて雨天プログラムを実施予定としております。

連絡先について

欠席について

（ただし、無断欠席の場合は、発券いたしません。）

アドバンスコースのみご欠席の場合、5,000円分のクーポンを発券いたします。
ご欠席の場合は、できるだけ早くご連絡ください。なお、欠席における返金はございません。

振替について

雨天時プログラム

アドバンスコース

ご予約いただいた日程のご都合が悪い場合は、

別の日程・地域への「振替参加」が可能です。

ベーシックコースのみ、月をまたいでのお振替が可能です。

事前にご予約が必要となります。

なお、満席などの都合により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。

（国際自然大学校西日本受付センター）（株）ハロートラベル京都営業所

（10:00～18:00 火日祝定休）

☎075-384-0015
メールフォーム

info@pens-p.com

http://hello-travel.sakura.
ne.jp/pens-fukuoka/page_id155/

参加費について

ベーシックコース 60,000円（税込）/年11回

アドバンスコース 70,000円（税込）/年11回

オリジナル帽子　  2,000円（税込）/初回のみ

各月のご案内（参加要項）

各月のプログラムに関する詳しいご案内「参加要項」は、

HP上にてご確認いただく形となります。

（集合場所・持ち物・スケジュールなど）

キャンセルについて

年度途中のキャンセル時の返金：

初回活動日前のキャンセル：「参加のしおり」（別紙）をご確認ください。

・   分割（年２回）支払いが可能です。 +1,000円（税込）

・   年度途中からの参加費は、「参加費について（HP）」

　をご確認ください。

・  分割（年２回）支払の年度途中キャンセル時の返金金額は、「参加費について（HP）」をご確認ください。

参加要項および
　　　　　雨天遅延情報

（HP）

NO ステージ 内容 場所（京都）

1 雨の森とあそぶ 雨の森を探検！雨だからこそ見える世界を見つけよう！ 友愛の丘（予定）

2 色とあそぶ 自然のもので色を作ろう！ハンカチ染め 友愛の丘（予定）

3 音とあそぶ 森の中の材料で音を作ろう！楽器作り 友愛の丘（予定）

4 ものづくり 森の中の材料でものづくりしよう！キーホルダー作り 友愛の丘（予定）

NO 冒険アイテム プログラム

1 のこぎり＆かなづち DIY 暮らしに使えるものを作ろう！

2 ダッチオーブン＆食材 ダッチオーブンでおかしを作ろう

3 のこぎり＆かなづち 竹でアウトドアクラフト

4 麺棒＆小麦粉 手打ちうどん作り

5 竹 水てっぽう作り（夏限定）

4月のみ 5月まで 6月まで 7月まで 9月まで 10月まで 11月まで 12月まで 1月まで 2月まで

ベーシック ¥57,000 ¥51,750 ¥44,000 ¥36,750 ¥30,000 ¥23,750 ¥18,000 ¥12,750 ¥8,000 ¥3,750

アドバンス ¥67,000 ¥60,750 ¥52,000 ¥43,750 ¥36,000 ¥28,750 ¥22,000 ¥15,750 ¥10,000 ¥4,750

場所（京都）

友愛の丘（予定）

友愛の丘（予定）

友愛の丘（予定）

友愛の丘（予定）

友愛の丘（予定）

参加費・キャンセル

に関する詳細は、HP

をご確認ください。

https://nots-west.com/
news/uten-kyoto/

アドバンスコースの方は、ベーシックコースへのお振替が可能です。


