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ゴーゴーアドベンチャー

〈団体様向け〉



川で遊び
日本一激しいといわれる四国吉野川

ゴーゴーアドベンチャーの卓越したガイドが安全で楽しいラフティングを提供します



森で学ぶ
フォレストアドベンチャーそのものが森林資源の利活用の一つです

この施設が、森に関心を持つきっかけになれればよいと思います



はじめまして
ゴーゴーアドベンチャー
代表の馬場秀司です

　株式会社ゴーゴーアドベンチャー（2011 年設立）は四国・徳島県三好市と愛媛県西条市を拠点に
各種アクティビティをお客さまに提供するアウトドアツアーとアドベンチャーパークの運営会社です。
私はアウトドア業界に身を置き 20 年以上経ちますが、時代の変化とともにアウトドア体験の認知度
が向上し幅広い世代に支持されてきたという実感があります。私たちはプロとしてリスク管理を追求す
ることによりお客様に気軽に楽しんでいただける環境を提供いたします。また楽しい体験の大きな副
産物としてチーム力向上、環境教育、感受性や郷土愛の醸成、自立性を促すリスクマネジメント意識
の向上など様々な意義があると考えております。それらを総合的に効率よく学べる場の提供ができる
こともまた私たちの大きなやりがいと誇りとなっております。
　一期一会の皆様の旅が、楽しさと気づきに満ちたものになりますようお手伝いさせていただきます。

馬場 秀司

事 業 内 容

会社概要

代表取締役

自 社 事 業

・徳島県三好市、愛媛県西条市の川と森を利用したアウトドア
　ツアーとアドベンチャーパーク、ゲストハウスの運営
・自然体験プログラムの企画、運営
・アウトドア用品の販売
・アウトドアスクールの開催

・ゴーゴーアドベンチャーラフティング
・フォレストアドベンチャー祖谷
・フォレストアドベンチャー西条
・パックラフトアドベンチャー
・ゲストハウスモモンガビレッジ
・四国ゲストハウスおさかなくん家
・YOKI　ゲストハウス
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三好エリア

西条エリア KAGAWA

KOCHI

EHIME
TOKUSHIMA所　在　地 徳島県三好市山城町信正1153-5



ゴーゴーアドベンチャーの
世界へようこそ！
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樹上と水上のアクティビティ
ここでしか体験できないことがある。

大自然が非日常を作ってくれます。
自分でそこに挑む。そこからは一人旅。
チャレンジには危険や恐怖もついてきます。
それを克服する準備をして
楽しい発見に満ちたアドベンチャーワールドへ！

…大人は子供に還り
子供は大人に成長できる場所
…大人は子供に還り
子供は大人に成長できる場所
…大人は子供に還り
子供は大人に成長できる場所
…大人は子供に還り
子供は大人に成長できる場所

フォレストアドベンチャー 

ラフティング

ゲストハウス

Yoshino Riv.
吉野川

パックラフト



フォレストアドベンチャー体験について
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　フランス語で【La foret de l’ aventure】。直訳すると【冒険の森】。
1997年にフランスでアルタス社がはじめたアウトドアパークの名前です。
当初はスイスの企業研修用に作った施設でしたが、評判がよかったため一
般に開放するようになりました。その後、フランス国内で人気が広がり、
現在では、世界中に拡がっています。
　日本では英語での名称で展開しています。ゴーゴーアドベンチャーではア
ルタス社と国内でのパイオニアであるパシフィックネットワーク社と業務提携
を結び、2017 年からフォレストアドベンチャー事業を展開しています。
2021年から移動式フォレストアドベンチャー・モバイルコースのサービスも開始しています。

ラフティング体験について

パックラフト体験について

　この施設の最大の特徴は森を森のままで利用できることです。一般的なレ
ジャー施設をつくろうとすると、大規模な開発が必要になりますが、フォレスト
アドベンチャーは環境への負荷を最低限に抑えることができます。

森林を活用したパーク作り

　日本一激しいといわれる四国吉野川を中心に四国内の河川でツアー運
営をしています。プロのガイドとして、安全にかつ満足度の高いサービス
を追求しており、最高の思い出と笑顔をお約束いたします 。

・参加者の年齢やご希望により難易度の違うコースを選んでいただけます。
・１日コースにご参加の方は、ご希望により河原で特製ランチをご用意いた
します。

・激流を下るだけでなく、川での様 な々遊びやチーム力を養うゲームができます。

ラフティングツアーの特徴

　参加者お一人ずつにボートを操っていただきます。達成感や満足度が
高い話題のアクテビティです。経験豊富なガイドが身近にあるアドベン
チャーフィールドをご案内いたします。

　進化した安全確保システム（コンテニュービレイ）により、樹上からの落下リ
スクは飛躍的に改善されていますが 『自分の安全は自分で守る』がフォレストア
ドベンチャーの大原則。大人でも子供でも条件は一緒です。樹の上で、自ら安
全器具を操作し、前へ進みます。それが最大の魅力となっています。
　利用者は全員、専用の安全装具（ハーネス）を着用し、安全講習を受けた後コー
スをまわります。時には地上 15 メートルまで登り、森の樹間を渡ったり、ここ
では誰もが「真剣に楽しむ」ことができます。

リスクを学び真剣に遊ぶ

ラ・フォレッ・ドゥ・ラヴォンチュール

パックラフトの特徴
・重量わずか2～2.5kgの超軽量なインフレータブル（空気を入れて膨らま
す）ボートです。

・基本的には一人乗りですが、小さなお子様などは大人と乗っていただけます。
・経験・スキル・年齢・体力レベルによりコースを選定いたします。
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安全への取組みとガイドについて

　お客様に気軽に各種アクティビティを楽しんでもらうために、ゴーゴーアドベンチャーでは安全管理
に特に重点をおいております。
まず、お客様に接する全ガイドが有効期限内のMFA（メディックファーストエイド）、WFA（野外災害
救急法）、日本赤十字社、消防普通救命講習、消防上級救命講習のなんらかの救急法の資格を保持
しております。

　当社の認定ガイドは厳しいガイドトレーニングを経て厳格なガイドテストに合格した者のみのプロ集団です。また、
お客様には安全のために無料レンタル装備としてヘルメット、ライフジャケット、ウェットスーツなどを必ず身に着けて
いただきます。このため、泳げない方でも水の中でプカプカ浮かぶことができます。ご安心ください。

　安全管理が重要な施設ですが、日本にはまだこの施設に関しての安全基準がありません。そこでフォレストア
ドベンチャーでは、発祥の地である欧州の安全基準を採用しています。樹の上に登るときは、全員必ず専用のハ
ーネスを着用していただきます。樹の上では常にハーネス（自分）とコースを、特殊な装置でつなげて（ビレイ）
おきます。このつなぐ仕組みの事をビレイシステムと呼びます。ビレイシステムで常にコースのセーフティラインと
繋がっている為、柵のない樹上のプラットフォームやブリッジで、足を滑らせたりしても、地面まで落下せずに途
中でぶら下がります。安全な装備でお楽しみいただけます。

川をフィールドにしたアクティビティ、高スキルなガイドが対応

欧州の安全基準を採用している安全性の高い施設と装備フォレストアドベンチャー

ラフティング・パックラフト

国際ラフティング連盟（IRF）
の認定を受けたガイドの在籍

日本ラフティング協会に加盟
しており、同業他社とも連
携をとり安全対策に注力

国際的なレスキュー技術の権
威であるアメリカのレスキュー
3 の基準に準じたカリキュラム
と十分な装備でツアーを運営

参加者は専用ハーネスを装着
し、ハーネスとコースは特殊な
装置（ビレイ）で繋がっている
ので、地上へは落下しません

毎朝スタッフが樹木コースを
点検

施設にはレスキュー認定を
持ったレスキューインストラク
ターが常駐



学校団体プログラム
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　ツリートップ型のアスレッチックやジップラインを体験するプランです。

フォレストアドベンチャー体験 三好 西条

開催時期　通年

料　　金　4,100 円～/人（施設貸し切り料金も含む）

所要時間　3 時間～4，5時間

定　　員　10～200 名（1グループ 30 ～ 40名）

服装など　多少汚れてもよい服装と運動シューズ

雨 天 時　多少の雨でも体験可能（雨ガッパをご持参ください）

備　　考　極度の高所恐怖症の方はご参加いただけません

　アスレチックまたは川を使ってのチームビルディング研修です。人の都合を
考慮してくれない自然の中で様々な課題をチームで克服していくプランです。

チームビルディング

　祖谷川をこえる360ｍのジップラインが２本ついたコースです。森を抜け
て谷を抜けるジップラインは絶景です。

ロングジップスライド体験

三好 西条

三好

開催時期　通年

料　　金　5,000 円～/人

所要時間　3 時間～4，5時間

定　　員　10～200 名（1グループ 30 ～ 40名）

服装など　多少汚れてもよい服装と運動シューズ

雨 天 時　多少の雨でも体験可能（雨ガッパをご持参ください）

備　　考　ご予約時に研修目的などお伝えください

　　　　　TEL 090-4505-5515

開催時期　通年

料　　金　2,300 円～/人

所要時間　1時間～（参加人数による）

定　　員　10～200 名（1グループ 30 ～ 40名）

服装など　多少汚れてもよい服装と運動シューズ

雨 天 時　多少の雨でも体験可能（雨ガッパをご持参ください）

備　　考　極度の高所恐怖症の方はご参加いただけません

　　　　　フォレストアドベンチャー・祖谷　TEL 080-6284-2105

フォレストアドベンチャー・祖谷　TEL 080-6284-2105
フォレストアドベンチャー・西条　TEL 090-2820-5520

現地連絡
お問合せ

現地連絡
お問合せ

現地連絡
お問合せ
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　日本一の激流吉野川でラフティング体験をするプランです。小学生向けの
プランから大人向けのプランまで様 ご々用意しております。

ラフティング体験

　透明度抜群の清流を一人ずつ小型ボートを操り進んでいくプランです。年
齢、スキル、体力に合わせてコースを選定いたします。

パックラフト体験

　モノライダーはテントウムシ型のモノライダーに乗るプランです。2人乗り1周8分。
木工体験は竹トンボや、フォトフレームが作れるプランです。出来た作品はお持
ち帰りいただけます。 鮎のつかみ捕りは生簀から鮎をつかみ捕り、塩焼きにして
召し上がっていただくプランです。BBQプランもございます（1名3,500円～）。
鶏、豚、牛肉と季節の野菜盛り合わせに祖谷名物の豆腐、こんにゃくなど。

モノライダー・木工体験
鮎のつかみ捕り体験

学校団体プログラム

三好

三好

三好

開催時期　４～10月

料　　金　4,800 円～/人（半日）9,000 円～/人（1日）

所要時間　半日３時間～、1日５時間～

定　　員　10～49名（1ボート7名乗り） 

服装など　水着・タオル・濡れてもよい靴（レンタルシューズ 300 円有）

雨 天 時　多少の雨でも体験可能

備　　考　極度の水恐怖症の方はご参加いただけません

　　　　　TEL 090-4505-5515

開催時期　4～10月

料　　金　4,100 円～/人（半日）　9,000 円～/人（１日）

所要時間　半日３時間～、1日５時間～

定　　員　10～70名（1グループ 20～30 名） 

服装など　水着・タオル・濡れてもよい靴（レンタルシューズ 300 円有）

雨 天 時　多少の雨でも体験可能

備　　考　極度の水恐怖症の方はご参加いただけません

　　　　　TEL 090-4505-5515

開催時期　【モノライダー・木工体験】通年（冬季降雪中止）【鮎のつかみ捕り】4月～11月

料　　金　【モノライダー】300円～ /人【木工体験】500円～/人【鮎のつかみ捕り】1,000円～/人

所要時間　【木工体験】1時間～【鮎のつかみ捕り】30 分～※別途調理に40 分必要です

定　　員　10～200 名

服装など　【モノライダー・木工体験】動きやすい服装【鮎のつかみ捕り】水着・タオル・濡れてもよい靴

雨 天 時　多少の雨でも体験可能（木工体験は雨天時も可能）

備　　考　祖谷ふれあい公園　TEL 0883-76-8585

西条

現地連絡
お問合せ

現地連絡
お問合せ

※ 71名以上は午前午後に分けていただく可能性有

※ 50名以上は午前午後に分けていただく可能性有
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チームビルディング研修プログラム
ゴーゴーアドベンチャーでは、森と川2つのフィールドでの研修プログラムをご用意しております。

研修プログラムのアウトドア体験は、ラフティング（三好）・パックラフト（三好・西条）・
フォレストアドベンチャー（三好・西条）からお選びいただけます。

　フォレストアドベンチャー・エクスプローラープログラム、ゴーゴーアドベンチャー・エクスプローラープログラムとは自然の
森や川で、様々な課題を解決しながら進める研修プログラムです。研修を受けることで下記のような能力の向上を目指します。

チームワーク
プログラム中に問題に直面
した時、一人で解決できない
場合は他人と協力して課題
を克服します。

リーダーシップはもちろん、役
割とルールを明確に理解するこ
とで個人がどのように強みを活
かし、チームに貢献すればいい
のかがわかります。

人の都合を考慮してくれない
自然を相手にすることで、自
分が変わることで状況を変
えられることを学びます。

チームの中にある可能性を見
つけ、チャレンジする勇気を
身につけます。成功体験を積
み、自信をつけ、未来に向かっ
て思考できるようになります。

自己を変える力 リーダーシップチャレンジ力

１０名から６０名程
３時間半～４時間（人数により前後します）
アウトドア体験による研修プログラム

１０名から１００名
 9：00～16：30（昼食休憩1ｈ含む） 
 午前▶オリエンテーション、座学、フィールドゲームなど
 午後▶アウトドア体験による研修プログラム、振り返りなど

人数
時間
内容

【1日研修スケジュール例】

開会式

ラフティングverフォレストアドベンチャーver

プログラム開始

お昼休憩

お選びいただいたアウトドア体験

オリエンテーション、説明

自己紹介
アイスブレイク
座学
チームごとに開始 

結果発表・閉会式

1

2

3

4

5 ・最後の振り返りや統括を行います。

アウトドア体験を使ってのチームビルデング

ランチ休憩となります。当社でお弁当の手配も可能です。
600 円～当社のタコライスや近隣施設で祖谷そばなどのお店
も紹介可能です（徳島祖谷のみ）

１日プランの1例です。ご希望や相談内容によって内容はかわります。
ぜひお気軽にご相談ください。

半日研修プログラム 1日研修プログラム
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学校団体プランのご案内

　フォレストアドベンチャーは通常18歳未満の方は大人の同伴がないと参加することができません。こちら
のプログラムは通常インストラクターが一緒にコースをまわるので学生様の団体でも自然体験や遠足、修学
旅行のアイテムとして採用可能です。

　自然の中での体験学習を通じて「笑顔」「喜び」「感動」子供たちの様々な一面を発見できます。
フォレストアドベンチャー体験では自立心、チャレンジ精神、刻々変化する自然の中で次に何が起こるのかということを
察知する、想像する能力を鍛えることができます。
　また、地上で行うチームビルディングでは、人の都合を考慮してくれない自然の中で様々な課題を通して自分を知り、
自分を信じる。仲間を知り仲間を信じる。そして自然と相互理解・コミュニケーションをはかり、個人と【チーム】が
成長していくことができます。

人数 　３クラスの場合（１００名前後）
時間　 9：00～16：30（昼食休憩1ｈ含む）

３クラスの場合（１００名前後）
9：00～13：00

人数
時間
内容

半日スケジュール例
※【半日スケジュール】1～３

１日スケジュール例
※【1日スケジュール】1～6

午前　フォレストアドベンチャー体験 
午後　パックラフト体験など
※午前・午後の体験の順番は入れ替え可能です

内容
フォレストアドベンチャー体験、
地上で行うチームビルディング研修やゲーム

【半日スケジュール・1日スケジュール〈午前〉】

開会式

プログラム開始
・安全説明
・チーム分け
・コールネーム作成
・チームビルディング
・フォレストアドベンチャー体験

1

2

3
半日スケジュールは振り返り後
に解散となります。

【1日スケジュール〈午後〉】

ランチ休憩

プログラム開始

閉会式

4

5

6

・オリエンテーション
・目的やルールの説明
・アイスブレイク

１日スケジュールは
４へつづく

お弁当・祖谷そば・タコライスなど
＊近隣の提供施設をご紹介いたします。

パックラフトやいちご狩り他の体
験、観光プランと組合わせ可能
です。

閉会式
結果発表
振り返り後に解散となります。
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学校団体体験プログラム

企業団体プログラム

体験予約のながれ
仮予約や、お問い合わせのみでも承ります。お問い合わせ後、仮予約の場
合はTELまたはメールをお送りください。下見なども承ります。仮予約１

２

３

４

本予約 詳しい人数や、スケジュール、内容などを決めていきます。

当　日 支払いは当日現地払いまたは、後日振り込みでも対応させていただきます。

人数決定
必要書類提出
最終打ち合わせ

必要書類の確認、人数決定、最終のスケジュール確認を行います。アウト
ドアアクティビィは、気象条件により中止になる場合があります。大雨の場
合の別プランもご用意しておりますので、打ち合わせ時にご相談ください。

体験名 料　金 定　員時　間

体験名 料　金 定　員時　間

損害保険について
体験中に発生した事故に関しては、当社加入の損害保険〈三井住友海上
国内旅行総合保険〉の範囲内で対応させていただきます。保険代は体験
料金に含まれています。別途お支払いいただく必要はありません。

死亡・後遺障害　　1,500万円
入院保険金　　　　5,000 円 /日
通院保険金　　　　1,500 円 /日
賠償責任保険　　　対人対物限度額 :１億円

内　容 金　額
（お一人につき）

最大120 名
（1グループ 30～40 名）

10～200 名
（1グループ 30～40 名）
10～200 名
（1グループ 30～40 名）
10～200 名
（1グループ 30～40 名）

10～200 名
（1グループ 30～40 名）

10～200 名
（1グループ 20 ～30 名）

5,000 円～（半日）
9,000 円～（1日）

4,100 円～
（貸し切り料金も含む）

5,000 円～

2,300 円～

1,000 円～

小人（中学生以下）300 円
大人500 円

500～２,000 円

3時間～4，5時間

3時間～4，5時間

半日３時間～

半日２時間～
1日５時間～

半日３時間～

1時間～

1グループ 30 分～
※別途調理に40 分必要です。

1周 8分

1時間～

10～50 名
（1ボート6～7名）
10～70 名
(1グループ 20～30 名 )

最大 30～40 名

4,800 円～（半日）

4,100 円～（半日）

フォレストアドベンチャー

10～200 名
（1グループ 30～40 名）

4,100 円～
（貸し切り料金も含む） 3時間～4，5時間フォレストアドベンチャー

フォレストアドベンチャー体験
＋チームビルディング

祖谷ロングジップ体験

吉野川ラフティング

半日３時間～
1日５時間～

10～50 名
（1ボート6～7名）

7,000 円～（半日）
9,000 円～（1日）吉野川ラフティング

パックラフト

半日３時間～
1日５時間～

10～70 名
(1グループ 20～30 名 )

6,000 円～（半日）
12,000 円～（1日）パックラフト

鮎のつかみどり

モノライダー

木工体験

チームビルディングプラン

10～200 名
（1グループ 20 ～30 名）

6,000 円～（半日）
10,000 円～（1日）

半日２時間～
1日５時間～チームビルディング研修プラン
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アクティビティ参加にあたってのご注意
＊必ずお読みください

●下見でお越しになる場合は、早めにご連絡ください。 スケジュールに合わせてご説明や会場見学などを対
応いたします。

●下見でパックラフトやラフティングを実際に体験される場合は、事前予約にて承ります。
●下見はフォレストアドベンチャー（無料）　パックラフト・ラフティング（有料）にて承ります。

●全てのアクテビティは事前のご予約が必要です。ご計画段階での仮予約も承ります。
●ご利用が決まりましたら、おおまかな人数などのスケジュールなどをご連絡ください。
●プランに合わせて近隣観光などモデルプランをご提案させていただきます。お気軽にお問合せください。
●当社が主催するアクテビティでは賠償責任保険に加入しております。委託事業（モノレール、木工体験、
アユのつかみ取り）の保険に関しましては各体験コースに記載の連絡先までお問合せください。

●当社が主催するアクティビティでは体験前に必ず参加申込書（参加誓約書）にご記入をしていただきます。
18歳未満の方は保護者の同意と署名が必要です。学校団体の方には事前にお送りいたします。

●ご参加人数によって各アクティビティに合わせたグループ分けを事前にお願いする場合があります。

・前日までにご連絡頂いた人数減員につきましては、キャンセル料はいただいておりません。
・参加日当日のキャンセルに関しましては、基本的にキャンセル料が発生いたしますので予めご了承ください。
・人数変更などのご連絡は各体験施設へ営業時間内に（9：00～17：00）お電話にてお伺いいたします。
・参加日間近でのメール連絡によるキャンセルは受付できませんのでご注意ください。

●屋外アクティビティは大雨、強風、雷など気象条件により中止になる場合がございます。体育館や公民館での
インドア種目に振替も可能ですので、詳細はお問合せください。中止基準は、各種目ごとに異なります。

●パックラフトやラフティングは、当社規定水位を越えるような水量になった場合や大雨などの警報が出た場合な
どで中止となります。代替えインドア種目などをこちらからご提案させていただきますので何卒、ご理解いた
だきますようお願い申し上げます。

●1週間前までの注文
フォレストアドベンチャー祖谷、ゴーゴーアドベンチャーラフティング▶600 円～
フォレストアドベンチャー西条▶500 円～、平日のみ　

体験コースについて

参加人数の変更やキャンセルについて

ツアーの中止について

下見について

昼食のお手配について

FA参加承諾書 -2

FA参加承諾書 -1

保護者同意書

参加承諾書

緊急時連絡体制
リバーベース

パーク内受付

体験場所

病　院

事務所

代表　馬場秀司

消　防
ゴーゴーアドベンチャー

ゴーゴーアドベンチャー
旅行会社
添乗員等

連絡 連絡 連絡

連絡

確認

搬送要請

搬送

担当マネージャー
090-4505-5515 090-4505－5515

祖谷 080-6284-2105
西条 090-2820-5520

三好市：みよし広域連合西消防署
　　　　0883-86-1119
西条市：西条市西消防署
　　　　0898-68-0119

三好市：徳島県立三好病院
　　　　0883-72-1131
西条市：西条市立周桑病院
　　　　0898-64-2630

（ラフティング・パックラフト）

・スタッフの配置やツアー準備をするため下記キャンセル料金をご請求させていただきます。
●ラフティング・パックラフト・水上でのチームビルディング

参加日の6日前～4日前 参加日の3日前～前日 参加日・当日
ツアー料金の30％ ツアー料金の50％ ツアー料金の100％

●フォレストアドベンチャー・ジップスライド・陸上でのチームビルディング



川で学び
人の都合を考慮しない大自然が相手

皆で力を合わせてラフティングやパックラフトをすることでチーム力向上にも繋がります



森で遊ぶ
欧州の安全基準を採用した施設と安全な装備によって、

誰もが気軽に森の中の様々なコースを楽しめます
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三島川之江 IC

大豊 IC

新宮 IC
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32

アクセス ／ Access
●徳島県三好エリア

アクティビティ紹介動画
●ゴーゴーアドベンチャーYouTube ページ
　https://www.youtube.com/channel/UCu_fxXkahj0whl9eUO-UruA/videos

●愛媛県西条エリア

ゴーゴーアドベンチャーラフティング

フォレストアドベンチャー 祖谷

フォレストアドベンチャー 西条

ゲストハウスモモンガビレッジ

四国ゲストハウスおさかなくん家

パックラフトアドベンチャー

YOKI ゲストハウス

パックラフトアドベンチャー

今

治

小

松

自

動

車

道

黒瀬湖

本谷公園

本谷温泉

12

142

12

142

194

19411

11

13

13
13

149

149

48

196

155

松山自動車道いよ小松 IC

いよ小松北 IC

ゴーゴーアドベンチャー 
ご予約・お問い合わせ

FAX 050-3137-6121
Email

TEL 090-4505-5515
info@gogo-adventure.com
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	08ゴーゴーアドベンチャー団体向けパンフレット
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