
大自然の中で行う
社員研修を全国に広げ
日本中を笑顔にします

リピート率95％ 1年前に予約が埋まる
コロナ過前から人気の野外研修の運営ノウハウを提供し、宿泊施設の平日稼働を上げます

1



ﾘﾋﾟｰﾄ率95％の野外研修で
現代人の課題を解決します

ﾃﾚﾜｰｸによる

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ不足

離職増加

問題解能力低下

感染ﾘｽｸが少ない

研修会場

・世界的ベストセラーともコラボレーションする質の高い社員研修です。

・離職率減、内定辞退減、採用コスト削減 等 効果が目に見えます。

・14年間で1,287社 約5・１万名の実績（ﾚｸﾚｰｼｮﾝ利用含む）

・大自然の中で「人間力を取り戻す」100年後も必要とされる研修です。

この研修は
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ご利用企業様の一例
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ご利用企業様の声

世紀東急工業株式会社【東証１部】 管理本部総務人事部 岡雄也 様
２０１３年から毎年利用

研修を行う目的は能力の向上や日頃の疲れを発散するだけでなく
「同期入社社員の絆」を深めることがとても重要だと気づかされました。
相手の事を本気で考え、行動する。
なかなか社内の研修では気づかせてあげれない、人間として大切な事を
教えてくれる研修を毎年実施させていただいています。
若年層の離職防止にも効果的な研修で「本気で涙を流せる研修」を
これからも継続して利用したいと考えています。
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ご利用企業様の声

ケアパートナー株式会社（大東建託グループ）代表取締役社長 白井孝和 様
２０１４年から毎年利用

毎年、全国から受講対象者も増えて、わが社でも人気の研修です。
研修の良さを実感するのは、研修から帰って来たスタッフの表情や発言、
それに影響を受けた周りのスタッフ、そのスタッフ達が各拠点で作るチーム、
そのチームが現場で提供するサービスから実感する事ができます。
非日常の研修から日常に持ち帰る「学び・気づき」がとても多い研修です。
来年も多くのスタッフが参加する予定です。
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コロナ過での、ご利用企業様の声

静岡トヨペット株式会社 人づくり部採用教育G 塚本剛史 様
２０１５年から毎年利用

２０２０年度の新卒研修は弊社としても４月から在宅でテレワーク研修を行っ
ており、リモートだと当然のことながらリアルなコミュニケーションがとれな
い。その中で、改めて「リアルなコミュニケーション」は大事だと気づかされ
コロナ禍の中でもこの野外研修を実施しました。
やはりこの野外研修に来ると、たった２日間で腹を割った同期になり、
焚火で語り合い“涙を流せる本当の同期”の状態になった姿を見ると、
さらにリアルなコミュニケーションが大事だということが確認できました。
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コロナ過での、ご利用企業様の声

株式会社CyberACE（サイバーエージェントグループ） 社長室 西澤真歩 様
２０２０年から毎年利用

サイバーエージェントグループ全体としても２０２０年は研修を控えているか、
社内でオンライン研修の設計をして実施しているかとなり、
その中、野外研修をさせていただいた感想です。
２日間という短い時間の中で、ワークとディスカッションを通して、
楽しみながら絆を深めることができました。
これまで経験した研修の中でも即効性は断トツです！
気持ちを伝えること、信頼関係の構築はオンラインには限界があります。
今回の研修を通して改めて、チームビルディングはオフラインで実施すること
の重要性を実感しました。
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沿革
2005年 株式会社 自然樂校（現 株式会社ワークショップリゾート）設立

「清水国明の森と湖の楽園」OPEN（現 WORKSHOP CAMP RESORT 森と湖の楽園）

2007年 社員40名が10分の1の4名になり倒産の危機に直面する

2008年 残った4名で来場者数が2倍となる

奇跡的Ｖ字回復を元にした体験型社員研修の販売開始する

2014年 世界的ベストセラー「７つの習慣®」とコラボレーションした「7つの習慣🄬OUTDOOR」提供開始

2015年 キャンプ場、リゾート宿泊施設の平日稼働を上げる体験プログラムのノウハウを全国に広げるため

一般社団法人 日本野外研修ワークショップ協会 設立 全国20か所の施設から応募がある

2016年 野外研修がリピート率95％ 1年前に予約が埋まり、予約の取れない社員研修となる

2020年 6月以降 野外研修の利用がコロナ禍の中でも、例年の利用企業数に戻る

2022年 コロナ過において野外での研修の需要が上がり機会損失も増える
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枝葉のスキルの研修ではなく

根っこの“人間力”の研修

研修の内容 -特色-

この研修では、マナーを教えたり、パソコン技術を教えたりする研修ではなく、
木に例えると「根っこ」であり、人が元々持っている能力「人間力」を取り戻す研修です。

人々は「自然」から遠ざかり、物があふれ、便利で快適な世の中で生活していると、
人としてのバランスが崩れ「不自然」な出来事が、日常茶飯事に起きています。
便利で快適な環境は幸せかもしれないが、便利なものが増える世の中で本来人が持つ問題解決能力や、
コミュニケーション能力、生き抜くチカラが損なわれかけています。
「自然環境での研修は非日常で良い」などとよく言われるのですが、
便利が溢れて「人間力」が失われている現代社会が人にとっては「非日常」で、
不便だが知恵を使う自然の中での生活が人にとって本来「日常」ではないのでしょうか。

自分の五感を使わない生活、仕事の不自然さが、人間力やコミュニケーション能力を抑圧している。
これを開放し、人が持つ本来の力を取り戻し、現代社会の問題を解決いたします。
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研修の流れ（例）
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【1日目】

10時

到着

チェックイン

研修開始

（ガイダンス・アイスブレイクゲーム・ワードゲーム等）

13時 昼食

14時 チームアクティビティ

15時 振り返り

16時 チームアクティビティ

17時 振り返り

19時 夕食 → 焚火

【2日目】

8時 朝食

10時 チェックアウト・研修開始

ファイナルミッション

12時 昼食

13時 振り返り・アクションプラン

15時 終了・着替え・出発

こちらの時間軸はあくまでも例ですので、到着時間や
終了時間はお客様のご要望、参加人数、天候、プロ
グラム内容により変更いたします。



研修の流れ

オリジナル野外研修の場合は

テキストや映像等「７つの習慣🄬」とし
ての座学の部分が省かれた内容の研
修カリキュラムとなります。

初日は到着１０時目安で

２日目の終了は15時頃の解散目安
となります。
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現代の悩みを解決する
安心・安全の野外での社員研修
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河口湖にある キャンプ場では一般のキャンプ利用だけではなく
施設内の遊休地を利用し様々なコンテンツを行っています。
※コロナ過前の実績も含む

一般
• 金・土・日・祝日・GW.お盆.大型連休はファミリーキャンプに集中し
年間 約１.２万人利用

団体

• 平日は「リアル宝探し」「チームビルディング」「防災エンターティメント等」の
プログラム利用で 社員旅行／教育旅行 等の利用で
年間 約１５０団体 約１・５万人利用

企業

• 平日の稼働を上げる社員研修。
高単価の為、１名の講師で宿泊、移動費等合わせ 年間企業利用１億円の経済効果
年間 約３５～４０社 約７００～８００名 利用

通常のキャンプ場として宿泊運営が１としたら、「コンテンツのチカラで」

約2.3倍 売上／稼働率が上がりました。

この宿泊の平日稼働を埋めるモデルを全国に展開します。



研修実施のフロー
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河口湖での実際の研修実施フロー

企業様（または代理店）からHPに問い合わせ
↓

オンライン・メールにて ご回答、ご案内
↓

お見積りご提出
↓

研修確定
↓

日時確定
（施設・企業・講師が合う日程にて）

↓
交通手配（お客様にて）

講師（施設）と企業様とのお打ち合わせ
↓

「森と湖の楽園」にて
森と湖の楽園スタッフ講師にて

研修実施
↓

研修終了後
研修効果検証（お客様にて）

↓
来年のご予約をいただく。

↓
以降 毎年ご予約
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河口湖の
成功

モデルを
全国へ
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課題／具体的施策

旅行・研修販売 講師 宿泊施設

課題

・マンネリ化している商品
からの脱却

・ウィズコロナ、アフター
コロナに求められる商品

・社員旅行から社員研修へ
・現代の課題を解決する商品

・コロナ過で活躍場所を
無くしている研修講師

・自分の話芸を活かしたい
若手芸能人

・平日稼働が低い
・遊休地のアイデア不足
・安定的なリピーターの獲得
・高単価商品が欲しい
・いつか終わるアウトドア
ブーム後のコンテンツ

私たちがサポート
出来る

具体的施策

風通しの良い大自然の中で
現代社会の問題を解決する

【観光・研修・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ】
を掛け合わせた
新しい商品を提供します。

世界的根拠に基づき、
日本トップレベルの
実績を１４年間刻み続けた

洗練された安心・安全の
カリキュラムを提供します

週末・GW・夏休み等は
一般客で稼働率が上がり

平日は研修・団体で稼働率と
客単価が上がり、５年後には
新規営業しなくてもリピー
ターだけで施設が回る姿を目
指します。



私たちのノウハウを必要とする方たち
（例）
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研修販売会社

今の世の中に最も必要
な新商品を販売したい

旅行会社
研修会社

等

研修実施

研修実施後

企業に営業

企業から問い合わせ

提携宿泊施設
提携講師

企
業
へ
営
業
・
企
業
か
ら
問
い
合
わ
せ



私たちのノウハウを必要とする方たち
（例）
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講師

コロナ過で活躍する
場所を失った才能ある

研修講師
アウトドアガイド
若手芸能人 等

研修実施

研修実施後施設と営業協力
または自社施設

企
業
へ
営
業
・
企
業
か
ら
問
い
合
わ
せ



私たちのノウハウを必要とする方たち
（例）
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研修施設

平日稼働を上げたい

キャンプ場
ワーケーション施設
リゾートホテル

スキー場、ゴルフ場
遊休地の活用 等

研修実施

研修実施後講師と営業協力
または自社講師

企
業
へ
営
業
・
企
業
か
ら
問
い
合
わ
せ

御社の
施設で



私たちのノウハウを必要とする方たち
（例）
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自社の強みを
そのまま活かし

投資が少ない
御社ブランドの

新規ビジネスとして

旅行会社
研修会社

芸能プロダクション
リゾートホテルグループ
宿泊業コンサルティング
地方創生事業 等

アフターコロナを見据えた新標品
１４年間で１２８７社約５・１万名の実績 リピート率９５％
宿泊施設の平日稼働を上げ、単価を上げる コロナ過でも人気の
「（御社ブランド名）の野外研修のノウハウ提供します」

御社の新しいサービスとして ・講師（ｶﾞｲﾄﾞ）・施設を募集

研修営業は御社サポートの下、施設や講師が行います

企業は御社に連絡 営業クロージング・手配業務

ノウハウ提供
サポート

サポート

全国の遊休地
廃校／宿泊施設
スキー場・ゴルフ場

研修講師
アウトドアガイド
若手芸能人

当法人



現在加盟されている、全国の認定施設
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当法人に加盟している施設様は

キャンプ場

指定管理施設

古民家再生

リゾートホテル

合宿専門施設

ゴルフ場

無人島

研修専用施設

と
様々です。



３つのノウハウ提供方法

企業様に合わせた
育成スタイル

当法人と企業様で協力し
野外研修販売を開始
同時に講師を

育成いたします。

企業様の野外研修事業の
規模間に合わせ、

育成カリキュラムを都度
作成させていただきます。

募集型育成コース

加盟希望施設様、講師希
望者様に体験コースに参
加頂き、先ずは野外研修
を理解して頂きます。

その後、確実に活躍して
頂くため、面談にて加盟
施設、育成講師を選定し

年間を通じて講師育成、
営業サポートいたします。

当法人主導で実施

OEM
共同ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発

この研修の講師育成や
本部管理をOEMにて行って
頂くことが可能です。

また、素晴らしい研修
コンテンツをお持ちだが

私たちの野外の研修とコラボ
レーションすることにより
さらにより良い研修となる

研修コンテンツの
共同開発も行っております。



３つのノウハウ提供方法

「企業様に合わせた育成スタイル」

知る

• 御社内で１２名集めて頂き、体験会を実施して本当にビジネスになるのか？
研修を理解してもらいます。

• または当法人の体験会にご参加ください。（不定期開催）

売る

• ノウハウを取得する悪い例は「資格取得をゴールにする」事です。当方の活躍できるメソッドは「場
数を数多く踏み学ぶ」「お客様に合わせる」「覚えるより先に結果を創る」事です。そのために、ま
ずは自分の活躍する場所を数多く作ります。販売・クロージング・手配をサポートいたします。

活躍

• 仕事が決まっていたら、研修を覚える危機感と責任感が違い、上手くなる確率が上がります。
• 社内て10名以上集めて頂き河口湖で特訓をいたします。日々のご質問はいつでも受け付けます。
• 研修実施日に来年の予約を必ずもらいましょう。予約がはいらなければ「ご自分の責任です」



３つのノウハウ提供方法

「募集型育成コース」

知る
•当法人主催の体験会にご参加ください。（不定期開催）
研修の実績の魅力だけでお申し込みされるのではなく、本当に自分が活躍できるのか？ 納得した上で入会下さい。

売る

•ノウハウを取得する悪い例は「資格取得をゴールにする」事です。当方の活躍できるメソッドは「場数を数多く踏み学ぶ」
「お客様に合わせる」「覚えるより先に結果を創る」事です。そのために、まずは自分の活躍する場所を数多く作ります。
販売・クロージング・手配をサポートいたします。

活躍

•仕事が決まっていたら、研修を覚える危機感と責任感が違い、上手くなる確率が上がります。
•河口湖で行っている研修にいつでも見学に来てください。また不定期の勉強会も開催し、日々の質問も随時受け付けます。
•研修実施日に来年の予約を必ずもらいましょう。予約がはいらなければ「ご自分の責任です」



３つのノウハウ提供方法

「OEMや共同開発プログラム」

知る

•当法人主催の体験会にご参加ください。（不定期開催）
研修の実績の魅力だけでお申し込みされるのではなく、本当に自分に相性がいいのか？ご理解ください。

•次期が合わなければ、御社内で１２名集めて頂き、体験会を実施して研修を理解してもらいます。

集める

•御社の強み（平日稼働を埋めたい当方のニーズに合った施設を数多く知っている）／（数多くの講師が所属
している）／（才能ある若手芸能人を数多く知っている）／（その他御社の強みを活かせそうだ）を活かし、
御社の新規サービスとして講師、施設の方々を集めて頂きます。

提供

•集めて頂いた講師、施設を御社と相談しながら育成させていただきます。
•販売しやすいようにサポートさせていただきます。



売上分配

施設

施設利用料実費

営業販売

研修価格の
１０～３０％

講師

研修価格の
３０～３５％

ノウハウ提供
本部管理

研修価格の
１０～４０％

企業紹介だけの場合
クロージングから
講師手配・研修機材手配
事務局業務
動画作成・専用HP作成
どこまで行うかで
割合等が変わります

上乗せ販売も可能です。

本部のサポートの
必要が減れば
講師価格も上がります

芸能プロダクションは
この価格からタレントと
調整を行ってください

本部のサポートの
必要が減れば
ﾛｲﾔﾘﾃｨも下がります

OEMや共同開発等にて
講師育成や本部管理を
お任せすることも可能です
その場合は当方とﾛｲﾔﾘﾃｨの
割合を調整いたします。

※旅行会社が販売する
場合は、販売手数料が
発生いたします。



研修誕生の裏話

野外研修の開発の原点は「エンターティナー」

当法人の代表の田中は⾧年芸能界だけで生計をたてていました。

しかし、自分より才能のある多くの方々が芸事とは関係のないお仕事で生計を立てている、日本の芸能界に疑
問を抱き、才能あるエンターティナーの方が活躍できる新しい仕事を創りたいという想いを持ち
観光 × ビジネス × 芸能界を掛け合わせ、この野外研修が生まれました。

ネガティブに言えば「コロナ禍で出演場所を失った芸能人の新しい仕事として」など表現できるのでしょうが

そうではなく、今の時代だからこそ「エンターティメント」のチカラで、日本中を笑顔に変えることができるのです。

そして、全国の観光地やリゾートホテルが困られている稼働率が少ない、平日を中心に野外研修講師として

活躍してもらい、祝祭日には芸能界に戻り、受講者は観客となり講師に会いに訪れます。

そして、また講師は観光地へ戻り、受講生（ファン）はまた観光地に会いに行くという循環が生まれます。

観光とビジネスのチカラを借り、日本のエンターティメント・芸能界に必ず大きなイノベーションを起こします。

そのためには先ず、様々な分野の方と野外研修という新しい仕事を広げる活動に邁進してまいります。
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これからのビジョン

２００８

～

２０２１

•会社の倒産を乗越えたエッセンスを基に野外研修を開発
•リピート率９５％ 離職減 内定辞退減 研修効果継続など目に見える効果を実証

•世界的ベストセラーとコラボレーション
•コロナ過でも予約が減らない 揺るがない研修ブランドを確立

２０２２～

ステップ１

•観光業の方々（旅行、宿泊、交通 等）とビジネスの方々（研修販売、研修講師 等）や地方自治体と
手を組み野外研修のノウハウ提供を拡大し、さらに野外研修の基盤を創る

２０２２～

ステップ２

•芸能界若手に野外研修のノウハウを広げ、講師のいない、平日稼働を埋めたい施設とマッチングする
•モビリティハウス、防災備蓄の提供を行う
•障がい者雇用、SDGs、オフグリッド等の社会貢献事業拡大



その他の活動のご紹介

ＲVパーク事業 - （被災地支援活動・防災）-

平時はレジャーの宿泊で活用

▶災害時には地元や被災地で仮設住宅などにも使用
国土強靭化の「RVパーク」

■熊本県益城町内の福祉避難所30台のうち、8台設置
12～4月は河口湖で宿泊所として活用⇒5～9月は熊本へ

■東日本大震災では延べ6000泊の被災者支援を行う

▶その他、防災エンターテイメントの開発
防災エンターティメント(防災知識を学ぶ体験型プログラム)
の開発ノウハウ提供

上記の仕組とノウハウを日本全国の提携施設と連携し
災害に強い日本を作ります。



その他の活動のご紹介

キャンピングトレーラー開発製造販売運営事業

トレーラー紹介
■Trailer Home 
Design

■ECO Capsule OFF Grid 
2018〜

トレーラーハウス（ハード）にて防災備蓄・キャ
ンプ場・ワーケーション施設を新しく開発したい
企業様、自治体様から
平日稼働を埋める研修（ソフト）とパッケージで
いくつかのお話しを頂戴しております。
また、提携施設様へのトレーラーハウス販売も致
します。
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トップレベルの研修講師の年商が約3000万と言われております。
山梨県河口湖のキャンプ場では、バス交通、添乗費用など含め、お客様が支払う費用を合算すると、
講師一人で年商 約１億円規模の研修です。イノベーションを起こす準備は整いました。

これから年商５０００万、３０００万、１０００万、各レベルの講師を数多く輩出し、
野外研修講師という分野を新たに確立させます。

国内の企業向け研修サービス市場は約5,250億円です。
ウィズコロナ・アフターコロナで「安心・安全・コミュニケーション」を求める企業は確実に増えることでしょう。

また、この野外研修は「講師」だけではなく、「施設」の平日稼働、「営業販売」、「交通」等の多くの
関係人口と交流人口を増やし雇用を創出します。また、それだけではございません。

・講師の方は社員研修プログラム以外にも
レクレーションプログラムを覚えてもらい学校団体、社員旅行団体にもプログラムを提供できます。
（リアル宝探し、防災アトラクション等）

・施設の方は施設の稼働が上がれば
空いている土地に設備投資が少ないモビリティハウスを購入頂き、売上を上げて頂くだけではなく、災害
時の防災備蓄、国土強靭化として社会貢献事業を行うこともできます。

・研修を販売される方は
この研修はリピート率が高く、受注を毎年増やすことができるだけではなく、その受注企業様の出張手
配、社員旅行、講師が覚えた新しいプログラムも販売ですることができて、御社のその他のサービスの販
売にも繋げることができ、顧客の新規開拓にもっていこいの商品です。

これらを全てパッケージ化をして、企業の笑顔を増やし、防災に強い日本、地方創生事業に貢献して
いきます。

しかし、それらは私たちだけのチカラでは達成できません。皆様のお力とご協力が必要です。

アフターコロナには、共に日本中を笑顔にしていきましょう!
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防災備蓄

（災害時）

防災プログラム

国土強靭化

宿泊運営（平時）

オフグリッド

障がい者雇用

農園・森林資材活用

平日稼働を上げ

遊休地の活用と

雇用創出をする

体験コンテンツ

ワンストップサービスで日本中の施設に導入
地方創生・雇用創出



最後に…
劇場公演のように1か所に団体のお客様を集め、少人数のスタッフで運営し、キャンプ場の稼ぎ時の祝日より日数が多い、
平日（1年間の約67％）の稼働率を上げ、キャンプ場の倒産の危機を救った団体運営コンテンツが私たちのノウハウです。

その中でも高品質で、高単価で、高リピート率の野外研修はコロナ禍の中、風通しの良い研修空間で行うという事もあり、
コロナ過前より利用企業数も多く、2度も会社の危機を救う事が出来ました。

この新型コロナウイルスは身体的健康と死亡率だけでなく、人々の幸福のあらゆる側面に計り知れない影響を及ぼしました。
そのいくつかの問題を解決し世界中の人々を笑顔にする、心の特効薬になるのが、この野外研修です。

この研修を広げ、社会に貢献しなくてはいけない責任を感じております。

話が変わりますが、「電球を開発したのは誰?」と聞くと、多くの人はエジソンと答えるでしょうが、最初に作って特許を取得した
のはイギリスのジョセフスワンという方で、エジソンは電球を実用化し世界に電球を広げた人物なのです。

その話と同じで、私達だけでは野外研修は世界に広げることができません。

皆様に野外研修のエジソンになっていただき、皆様に「有名」になっていただきたいのです。

そして、そのためご理解頂きたいことは「世の中努力せずに上手い儲け話は無い」という事です。

「研修を覚えたので仕事ください」 「施設の稼働を御社のチカラで上げてください」 という方は加盟をご遠慮ください。

私達が得た「実績」 「ノウハウ」 等は、全てお伝えさせていただきますので、共に切磋琢磨し、この野外研修を広げ、
日本中を、世界中を笑顔に変えたい方と共に歩んでいきたいと考えております。

それにより10年後に到着する成功の道のりは、2、3年で到着する事が出来るでしょう。
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・一般社団法人日本野外研修ワークショップ協会 代表理事

・株式会社ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟﾘｿﾞｰﾄ 取締役副社⾧

・「7つの習慣🄬Outdoor」 世界初認定講師

・武庫川女子大学 キャリア支援プログラム講師

・文化人タレント（芸能ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ エ・ネスト所属）

田中孝治（Kouji Tanaka）

メール tanaka@workshopresort.com.com

大阪芸術大学舞台芸術学科演劇コースを卒業後、大劇場を中心に活躍し
「水戸黄門」「遠山の金さん」「暴れん坊将軍」等、有名作品にも数多く出演

現在は、「倒産寸前のキャンプ場が従業員数10分の１で来場者がなんと2倍に!奇跡のV字
回復」を元にした社員研修を開発し、リピート率95％ 1年前に予約が埋まる。
予約が取れない人気カリスマ講師として活躍している。

世界的ベストセラー「7つの習慣🄬」とコラボレーションした「7つの習慣🄬Outdoor」の世界初の
講師としても認定を受け、 近年は現代人に失われつつある"人間力"を取り戻す"野外"を使っ
た研修の魅力を多くの人に伝えるため、大学での講義やセミナーの開催、講師育成にも力を注
いでいる。
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ありがとうございました
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「野外研修とは?」

動画でご説明できるようにしております。

下記、QRコードから

是非ご覧ください。


