
「旅行ジャーナリストの村田和子さん」×「星野リゾート リゾナーレ熱海」×「Honda FREED」でお送りする一泊二日の特別でわくわくする旅。

FREEDと一緒に旅をして、新しい何かに出会い・成長して・楽しい思い出を作ってほしい。 そんな想いを込めて、子育て家族限定の特別試乗会を開催します。

 企画概要 … ご理解いただきたい事、参加条件、乗車いただく車両について

 アドベンチャー概要
 はじめに / ご乗車いただく車両について

 実施内容 全体スケジュール （1日目・2日目）

 応募規約

しぴれん会員のご家族（1組）をご招待

＜目次＞

2019年11月

本田技研工業株式会社 福祉事業課

＜肢P連様へのお願い＞
11/12（火）までに1組様をご選出ください。
(夕食、2日目のアクティビティーもご一緒にお決めください)



タイトル 「家族で旅しよう！ Honda FREED アドベンチャー」

日程 2019年11月30日（土）8:00集合 ～ 12月1日（日）17:00解散

集合・解散 Honda ウエルカムプラザ青山 ※ご自宅からは、公共交通機関のほか、自家用車での来場も可能です。

宿泊場所 星野リゾート リゾナーレ熱海 〒413-0016 静岡県熱海市水口町2-13-1

●寝室 ベッド 2台（200ｃｍＸ150ｃｍ）
3名以上は和室へ布団（100cmX200cm）をご用意

〒107-8556 東京都港区南青山2-1-1 Honda青山ビル https://www.honda.co.jp/welcome-plaza/

宿泊お部屋：「ビューバススイート」 https://risonare.com/atami/guestroom/view-bath-suite/

●部屋面積 66畳 (約107㎡)

●間取り 寝室とリビング1間＋和室（8畳）＋キッチン＋ドレッサールーム ＋バスルーム(洗い場付）＋トイレ（洗面台一緒）＋バルコニー

●段差
客室入口：1段約11cm スロープ対応
リビング・和室境界：1段12cm 
浴室入口：1段4cm 
トイレ入口：なし

応募方法 後日、個人情報を入力いただくURLを送付いたします。

応募規約 8ページを ご参照ください

Honda FREED アドベンチャー概要

参加条件 3ページを ご参照ください
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●バスルーム
・浴室（浴槽【横120ｃｍＸ縦65ｃｍＸ高さ60ｃｍ】＋シャワー＋洗い場）
・手すり / シャワーチェア無し

●トイレ：ウォシュレット 有

※ ホテル内は、専用の車いすのみのご使用となります

https://www.honda.co.jp/welcome-plaza/
https://risonare.com/atami/guestroom/view-bath-suite/


 新型FREEDのメディア取材を兼ねた企画として、一般応募の子育て家族と一緒に参加いただきます。
本イベント中に撮影された写真・映像などは、雑誌、インターネット等に掲載されます。 例：イベント風景、参加されたご家族・お子様の表情 など

 ウエルカムプラザ青山～旅先(リゾナーレ熱海) 間の移動は、FREED+車いす仕様車をご利用いただきます。 ※片道およそ150Kmの走行距離がございます。

 FREED+車いす仕様車に乗車できる車いすサイズには制限がございます ⇒ p.３を参照ください。

 旅育メソッド にもとづき、家族みんなで冒険隊となって さまざまな ミッションに挑戦していただきます。
親子での参加コンテンツが基本ですが、途中には親子別々の時間＝お子様だけで参加いただくプログラムもございます。 ⇒ p.5～７を参照ください

【参加費】: 無料（以下の項目が含まれます）

Hondaウエルカムプラザ青山 発着で利用する車両の使用料。 ※試乗車のガソリンは満タンにて貸出します。不足分のみご負担ください。 返却時の給油は不要です。

星野リゾートリゾナーレ熱海 1泊2日宿泊費(夕朝食付)=ご家族・最大5名まで。 宿泊施設内の本企画指定アクティビティ参加費。

ただし、次の項目は含まれません。
集合解散場所までの往復交通費。 宿泊施設以外の入園/入館料。 宿泊施設での夕食・朝食以外の飲食費。 主催者側が指定したアクティビティ以外の参加費。
お持ちのスマートフォンや携帯電話を使ったアクティビティにおける通信費。

はじめに、、、 ～ ご理解いただきたいこと ～
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旅行ジャーナリスト 家族deたびいく代表
村田和子さんホームページ https://www.travel-k.com/

※本企画に適した子どもの年齢＝7～9才

『旅育』メソッド とは

旅を通じて、子どもの生きる力 を 育むこと

①自己肯定力 ②コミュニケーション力 ③知恵を育む力

＜子どもの育みポイント＞

自立心 探究心 達成感 協調性

・小学生のお子様を含むご家族（保護者とお子様あわせて最大5名まで）
※イベント開始から終了まで、ご参加が可能なご家族のみ応募ください。
※運転者は、満20歳以上で、普通自動車運転免許（AT限定免許も可）を有する方（運転歴1年以上）。
※FREED＋ 車いす仕様車に乗車可能な お子様用の車いすをご持参いただける方。

・応募規約（後述）への同意が必要です。
※小学生未満の兄弟姉妹がいる場合も応募可能です。ただし、プログラムにご参加いただけない場合があります。
（プログラムの対象は、小学校低学年を想定しております）

・ご参加いただく お子様について：
健常のお子様と一緒に、団体行動ができること。
日常、車いすを利用していても、短距離であれば 独りで歩くことが可能なお子様。

参加･応募条件

https://www.travel-k.com/


ご乗車いただく車両について：
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※ 乗車可能な車いすをご持参ください。

FREED+ 車いす仕様車



イベント当日 11/30(土) ～ 12/1(日)

Honda
ウエルカムプラザ青山

道中＆
立ち寄りスポット

リゾナーレ熱海

内容 内容 内容

Honda
ウエルカムプラザ青山

内容

イベント終了後

ご自宅

内容

実施内容 ～ 全体スケジュール ～

前日まで

ご自宅

内容
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 事前配布物を受け取る

 企画概要を知る

 事前ミッションに家族で

チャレンジ

（＝計画を立てる）

 事前に冒険のルールを

確認する

 事前にFREEDのことを

ちょっと知る

 当日配布物を受け取る

 親御さんへの説明

（接し方のコツなど）

 子ども達へミッション説明

 家族ごとにチーム名を発表

 全チームで目標の確認

FREEDについて

 基本の機能を知る

 旅の相棒＝お乗りいただく

クルマとの引き合わせ

 各家族ごとに

荷物を積みこんで出発

 PA・SAでの

「アドベンチャーミッション」にト

ライ（親御さん向け）

 「通信ミッション」にトライ

事務局に現在地を連絡

 余裕があれば、

観光スポットなどの

「チャレンジミッション」

にトライ

※昼食は各自でお取りください

【1日目】 ●●:●●までに、

リゾナーレ熱海に到着。

チェックイン＆到着オリエン

 集合時間を決め、

夕食前に全チーム集合

 夕食

 各チームからの旅報告

 親子別プログラム

 自由時間

【2日目】

 リゾナーレアクティビティ

 朝食

 出発前オリエン

（Honda青山ビルに戻る）

※昼食は各自でお取りください

【2日目】 つづき

 「修了書」などの受け取り

 FREEDの返却

 当日アンケートの記入

 リゾナーレ熱海で書いた

「手紙」が届く

 事後アンケート



■「アドベンチャーミッション」×2種目にトライ
■「通信ミッション」にトライ 「荷物をかかえたまま車のドアを簡単に開けてみよう」 など

道中

時間：17:30~19:30

会場：スタジオビュッフェ もぐもぐ
＋

キッズスタジオでパティシエ体験 (要20分)

※対象：4歳～小学校低学年

夕食

食事をお選びください：「スタジオビュッフェ」 or 「和食ダイニング」

mission

時間：17:30~

会場：和食ダイニング 花火
会席料理を提供。 同フロアに福祉トイレあり

or

【基本プログラム】

当日のスケジュール（1日目のコンテンツ紹介）

夕食後

＜全体プログラム＞ 旅の中で感じた気持ちや想いを表そう

子ども：会場に残ってミッション（30～40分）
未来の自分へ、一言メッセージを動画で撮影

保護者：自由時間（30～40分）
ご夫婦でゆっくり、お過ごしください

■グループミッション（20～30分） 旅の楽しかったことなどを話す。

＜親子別プログラム＞

mission

mission

ビュッフェ形式
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※ パティシエ体験はできません

ビュッフェ形式での夕食が困難なご家族様

ご両親と集合 ⇒ 翌日のスケジュールをご案内～21:10(予定)

20:00～

17:30～



朝食時間 7:00～10:00 朝食会場：スタジオビュッフェ もぐもぐご家族で朝食

ホテル内
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16:00

8:00～

Honda本社ビル到着 FREEDの返却 当日アンケートの記入

ビュッフェ形式

＜全体プログラム＞ 親子一緒に リゾナーレ熱海 アクティビティ への参加

12:00 チェックアウト

リゾナーレ熱海を出発 ⇒ Honda青山ビルへ

選択式 : ①ウオールクライミング ②森の空中散歩 ③ツリーハウスティータイム ④焚火でおやつづくり ⑤クラフト体験 から お選びください

次ページから 体験いただく アクティビティ を２つ お選びください
※コンテンツ参加時間外は自由時間

当日のスケジュール（２日目のコンテンツ紹介）



当日のスケジュール（２日目のコンテンツ紹介）
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①ウオールクライミング

対象：4才以上
（体重15kg～130kg）

場所：ホテル9階
「アクティビティラウンジ」 内

②森の空中散歩
地上9mの樹上アスレチック

対象：5歳以上 かつ
身長108㎝以上

場所：「森の空中基地くすくす」 内

③ツリーハウスでのティータイム

場所：「森の空中基地くすくす」 内

④焚火でおやつづくり

対象：2歳以上

場所：「森の空中基地 くすくす」内

⑤クラフト体験

対象：2歳以上

場所：ホテル9階
「アクティビティラウンジ」 内

リゾナーレ熱海 アクティビティ ⇒ お選びください

https://risonare.com/atami/experiences/climbing-wall/

https://risonare.com/atami/experiences/craft-experience/

https://risonare.com/atami/experiences/treehouse-teatime-christmas/

https://risonare.com/atami/experiences/makingsweets-christmas/

10階客室から従業員用エレベーターを使って移動可。
入口手前でスロープのない段差が一段あり。

＜各会場へのアクセス＞
ウォールクライミング、クラフト体験
場所：9階「アクティビティラウンジ」内

移動：10階客室からは、エレベーターで移動可
森の空間散歩、ツリーハウスティータイム、焚火でおやつづくり
場所：2階「森の空中基地くすくす」内
移動：10階客室からは、従業員用エレベーターを使って移動可。

入口手前でスロープのない段差が一段あり。
※ツリーハウスティータイムは階段の上り下りがございます

https://risonare.com/atami/experiences/air-walk-basic190902_191130-2/



■参加者は参加規約（以下、「本規約」といいます。）及び本田技研工業株式会社（以下、「当社」といいます。）のプライバシーポリシー（https://www.honda.co.jp/privacy/web/） に同意の上、
当社が主催又は運営するイベントの参加を申し込むものとします。

■イベント実施時に日本国内に居住しており、満20歳以上で日本国内にて有効な普通自動車免許を保有し、且つ運転経験が1年以上であることが必要です。
■本イベントへ参加する権利は、当社により承諾された方にのみ帰属し、有償又は無償を問わず、第三者に対し、当該権利を譲渡・担保提供等することはできません。
■参加者は、当社又は当社の許諾を受けた第三者が参加者に関する本イベントの写真、映像及び記事を新聞、雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、インターネット等で利用・公開することを無償で許諾するものとします。
■本イベントの写真、映像及び記事の著作権、著作隣接権その他の権利は、当社又は当社の許諾を受けた第三者に帰属するものとします。
■本イベントにおける撮影禁止事項はありません。ただし、撮影の際は施設の規定に従い、公序良俗に配慮をお願いします。
■参加者は、本イベントの写真又は映像に、参加者ならびに同行する家族の肖像の全部又は一部が含まれる場合があることを了承し、当社又は当社の許諾を受けた第三者が当該写真又は映像を利用等することに同意します。
■参加者ならびに同行する家族全員の健康状態に問題がないことを応募の条件とします。当選連絡の際に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。

医師の診断書等を提出いただく場合があります。
■体調、ならびに現地事情や関係機関の状況などにより、安全かつ円滑な実施が難しいと判断した場合は、当選後でも参加をお断りさせていただく場合があります。予めご了承ください。
■暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会勢力にかかわりのある方は、本イベントに応募できません。
■当社、当社の子会社、関係会社の社員及び関係者（販売代理店を含みます。）、並びに当社の同業他社の社員及び関係者（販売代理店を含みます。）は、本イベントに応募できません。
■登録情報の内容に虚偽や不正があった場合、当社は、当選者の参加を直ちに取り消すことができるものとします。
■前項に定める当社の措置により参加者に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しません。
■当選の発表は、当選者本人へ11月中旬頃に、運営事務局よりメールにて連絡します。
なお、3日以内にメールへの返信にて参加の意思の確認ができない場合は、権利放棄となります。

■応募時に登録いただく日中にご対応可能な電話番号・メールアドレスは、応募者本人と直接連絡可能な電話番号・メールアドレスをご入力ください。※電話は、平日の日中におかけする可能性がございます。
■当選連絡の際、当選者の本人（代表者）確認を致します。本人確認ができない場合は当選無効となります。
■当落について及び抽選内容やイベント内容詳細についてのお問い合わせには応じかねます。また、抽選結果とイベント内容詳細は当選者のみへの連絡とさせていただきます。落選の場合、事務局より連絡はいたしません。
■参加者が撮影した写真、動画等については第三者の肖像権等が含まれる可能性があります。万が一、当該素材の権利関係について第三者との間でクレーム、紛争が生じた場合は、すべて参加者の責任において解決するものとします。
■当社は、本イベントにおける参加者の負傷、疾病、死亡、紛失、盗難その他一切の事故について何らの責任を負いません。
■本イベントの試乗車には、下記保険が適用されます。
・対人賠償（事故により相手を死傷させた場合）：無制限 ・対物（事故により相手のものを壊した場合）：無制限
・人身損害（事故により運転者・同乗者が死傷した場合）：最高3,000万円 ・車両保険：免責10万円
※本イベント中、お貸出しする試乗車両をご利用時のみ適用されます。
■過失による事故や車両の毀損があった場合、損害を補償いただく場合があります。
■運転者は必ず、日本国内にて有効な運転免許証をご持参ください。ご持参いただけない場合は、本イベントへの参加をお断りします。
■運転される際は、運転に適した服装をご着用ください。また、安全運転を徹底し、危険な走行をしないでください。
※サンダル・ハイヒール・下駄等では、運転をお断りする場合があります。
※危険な走行を見かけた場合は、直ちに運転をお断りするだけでなく、それに関して発生した損害を補償いただく場合があります。
■酒気帯び運転及び飲酒による事故防止のため、下記の時間の飲酒はご遠慮ください。
１．イベント前日20時から宿泊施設に到着するまで
２．宿泊日の23時以降、イベント終了まで
※個人差がありますが、アルコールが抜けるまでには、12時間以上空ける必要があります。
■強風、豪雨、雷、地震、津波、その他気象条件の悪化、道路状況・事件・事故・疾病等（それに伴う会場周辺の環境変動、社会情勢の変化を含みます）により、イベントの開催が中止になる場合があります。

＜個人情報の取り扱い＞
■ご入力いただきました個人情報は、当キャンペーンにおける送付の目的にのみ利用させていただきます。詳しくは「Honda Webサイトでの個人情報の取扱いについて（https://www.honda.co.jp/privacy/web/）

応募規約
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https://www.honda.co.jp/privacy/web/
https://www.honda.co.jp/privacy/web/


以 上


