
開田高原 健康ウォーキング

木曽おんたけ健康ラボ

２０２０年度

健康プログラム
～ツアー＆イベント ガイド～

木曽馬と歩こう！健康ウォーキング

御嶽山麓、標高1,000m超えの高原でのウォー
キングをご希望の日時にガイド。森や渓流、
田園、木曽馬牧場など多彩なコースは、健康
づくりや心身のリフレッシュに最適です。

全国におよそ140頭という希少な日本在来種・
木曽馬とふれあいながら、一緒に開田高原を
癒しのウォーキング。豊かな自然を満喫しな
がら、木曽馬の文化や歴史にも親しむなど充
実したひとときを過ごせます。

木曽馬と歩く
プライベートウォーキング

●所要時間／3～4時間 ●距離／3～5km
●参加費は参加人数により変わります。

参加費
（お一人様
あたり）

2名様 3～4名様 5～6名様 7～9名様 10名様以上

5,000円 4,000円 3,000円 2,500円 ご相談
ください

●参加費には、ガイド料、保険料が含まれます。

「木曽馬と歩こう！ 健康ウォーキング」にはさ
らに昼食代が含まれます。なお、昼食なしのツ
アーでも昼食の手配を別途料金で承ります。

●各ツアーとも小学生からご参加いただけます。
●お申込みは開催日の原則5日前まで。
●当日の集合・受付は、木曽おんたけ健康ラボ
（開田高原末川）にて。

●天候などの事由によりコースや内容を一部変
更する場合がございます。

穏やかな性質で優しい目をした
木曽馬とふれあったり、引き馬
をしたり、楽しさと癒しの時間
を。ご希望の日時に実施するオ

●開催日／ご希望の日時をご指定ください（都合によ
りご希望に添えない場合がございます） ●定員／1～15
名 ●参加費／30,000円（1グループあたり） ●所要
時間／3～4時間 ●距離／3～5km

※個人のほか、お一人あたりの参加費が安くなる団体
でもぜひご利用ください。

●開催日／5月24日（日） 、10月18日（日）
●定員／各日20名 ●参加費／4,500円
●所要時間／3～4時間 ●距離／約5km
●地元食材を使った「健康弁当」の昼食付き。

ーダーメイドの木曽馬ウォーキングです。



標高1,000m超えの高原で、爽やかな運動と癒しを。

23日１ま

マウンテンバイク林間ツアー ファットバイク・ツアー

●高原サイクリング（クロスバイク、マウンテンバイク） ………半日1,500円、1日2,500円
※子ども用自転車（マウンテンバイク）もあります。身長110cm程度から利用可能。

●森のマウンテンバイク（スタッフによるコース説明あり）……………………………1時間1,500円

●森のファットバイク（スタッフによるコース説明あり）…………………………………1時間2,000円

●キックバイク………1回500円 ●バイクトレーラー………半日1,000円、1日1,500円

ラボジム ラボの森

いつでもここで楽しめる。ボルダリング＆森の冒険あそび
開田高原末川

ラボジム＆ラボの森

ツリークライミングⓇ体験会

マウンテンバイクで森の未舗
装路を走行！ ガイドが伴走
しますので、初心者から安全
にお楽しみいただけます。

●開催日／5月31日（日）、７月
26日（日）、9月20日（日）、10月
25日（日） ●対象／中学生以
上 ●定員／各日5名 ●参加
費／お一人様4,500円（自転車
持ち込みの方は3,500円） ●所
要時間／約3時間 ●距離／
約9km ●軽食付き

極太タイヤによる独特の走り
心地が楽しいファットバイク。
森の中の不整地コンディショ
ンでも走れ、冬場は雪上の走
行も可能です。ユニークなバ
イク体験をぜひ一度！

●夏季2回、冬季（雪上）2回程度
ツアーを実施予定 ●有料

●開催日／5月3日（祝）・4日（祝）
のラボ森の春まつり、8月10日
（祝）のラボ森の夏まつりで開催。
●対象／小学4年生以上
●参加費／お一人様5,000円

ツリークラ
イミングは、
専用の器具
を使って森
の木に登る、
爽快なレク
リエーショ
ン。専門の
指導者が教
えるので安
全に楽しめ
ます。

★ヘルメット（無料）、グローブ
（100円）のレンタルもあります。ラボのレンタサイクル

木曽おんたけ健康
ラボ内にあり、室
内でボルダリング
が楽しめます。垂
直とオーバーハン
グ（105度）の２つ
のウォールを完備。
専用シューズも備
えています。

●ボルダリング（1時間）……子ども（小・中学生）
500円、大人1,000円（シューズレンタル込み）
●受付時間／9：00～16：00

※小学生ご利用の場合は、お子様一人につき
大人一人が必ずサポートしてください。

木曽おんたけ健康ラ
ボの背後に広がる森
には、健康づくりに
も役立つ各種の木製
遊具が充実。森の中
を縦横に走る小径は、
ウォーキングとバイ
ク（自転車）のコー
スになっています。

●ウォーキングコース ●マウンテン＆ファットバイクコース
●アーチェリー ●丸太渡り ●竹渡り ●ロープ渡り
●ミニボルダリング ●木登りチャレンジ ●スラックライン
●ロコモ・チェック（脚筋力チェック）

★森の施設は無料で常時楽しめます（レンタサイクル、アーチェリーは有料）。



ここでの自然体験が、心とカラダを元気にしてくれる。

位

フィールドアーチェリー体験会

０お

参加費／お一人様
4,500円

自然まるごと体験！デイキャンプ（ラボキャン）

ポールdeアクティブウォーキング
体験会

自然の地
形を活か
したフィ
ールドで
的を狙い
ます。経
験豊かな

御嶽山から流れる渓
流や滝、森がつくる
美しい風景の中での
スペシャル体験！
樹間に張った空中テ
ントでくつろいだり、
焚火や工作、渓流遊
びをしたり。ラボが
プロデュースするデ

★各プログラムは事前にご予約ください★
＊ボルダリング、レンタサイクル、アーチェリーについては原則予約なしでお楽しみいただけます。
＊記載した日程、プログラム内容などは今後変更となる場合もございます。ご予約の際にご確認ください。
＊開催日程、料金などの記載のないものは、今後、ホームページ・SNSなどで発表される詳細をご確認ください。

●開催日／9月5日（土） 、6日（日）
●場所／尾の島自然公園（開田高原西野）
●有料 ●対象／小学4年生以上●開催日／8月6日（木）、 7日（金） 、15日（土）、16日（日）

●時間／各日10～15時 ●場所／尾の島自然公園（開
田高原西野） ●定員／各日2～8名 ●参加費（お一人
様）／大人12,000円、小・中学生6,000円、未就学児は無
料 ●昼食・飲み物付き

ラボの森で常時楽しめ
ます。スタッフが簡単な
指導を行います。

●7月と10月の2回実施予定 ●有料 （ポー
ルレンタルあり）

ふかふかの雪原や森
で美しい風景を満喫
しながら、動物の足
跡を探したり温かい
お茶でひと息ついた
り。基本となる歩き
方や楽しみ方をガイ
ドが指導します。初
心者でもお気軽に！

●積雪期（おおむね1月下旬～3月上旬）に数回ツアーを実施。
●参加費／お一人様 3,500円（2～3時間、飲み物・スノー

シューレンタル付き）、6,000円（5～6時間、昼食・温泉入浴・

スノーシューレンタル付き）、中学生以下半額

●参加費には、ガイド料（指導料）、保険料
が含まれます。

●ツアーは小学生からご参加いただけます。
●お申込みは開催日の原則5日前までに
お願いします。

●天候などの事由によりツアーのコースや
内容を一部変更する場合がございます。

開田高原スノーシュ―・ツアー

開田高原 スノーシュ―

ご希望の日時に雪原をガイドします。スノーシュー
のレベルや体力に合わせてコースの難易度や歩行時
間を決められるので、未経験の方から楽しめます。

●参加費／お一人様3,000円（5～6名様の場合）より

アーチェリー体験
1回30分：大人1,000円
小学4年～中学生500円

冬のイベント

尾の島自然公園

イベント
尾の島自然公園

イベント

身近で効果的な健
康法として注目さ
れている、専用ポ
ール（ストック）
を使ってのウォー
キング。ガイドの
指導・案内で、爽
やかで楽しい高原
のひとときを。

イキャンプ“ラボキャン”で、ご家族やお仲間と最
高の夏の思い出づくりはいかがですか？

ベテラン指導者が丁寧に指導しますので、
初めて方でもお気軽にご参加ください。



年2回のお楽しみ。ＧＷと夏休みはラボにみんな集まれ！

尾の島自然公園

お問合せ・お申込み

～公園内で楽しめる主なアクティビティ～

●ウォーキング ●スノーシュー（冬季）
●マウンテンバイク ●ファットバイク
●ハンモック ●空中テント
●クナイプ療法（水療法）
※イベント時はツリークライミング、
フィールドアーチェリーなども開催

企業・法人の研修や福利厚生プランにも
健康経営のためのツアー、プログラムも各種企画しております。

過ごし方無限大！ 森と渓流の新アドベンチャーエリア ( )

モンベルクラブご優待いたします

森の
春まつり

森の
夏まつり

開催時間：10～15時

会場：木曽おんたけ健康ラボ

5月3日（祝）
4日（祝）

8月10日（祝）
・キックバイク
・レンタサイクル
・アロマクラフト
・チャレンジゲーム
大会（アーチェリー）

・ツリークライミングⓇ

・カルチャー教室
・高原野菜＆食品販売
・木曽馬放牧（春）

・水風船（夏）
・スイカ割り（夏）
・木曽馬と
森のお散歩（夏）

標高1,400mの森に整備中の、ラボのもう一つのアクティビティ拠点。
思いっきり体を動かしたい人にも、渓流や滝に癒されたい人にも。

2020年2月 かまくらまつり開催地

●所在地／開田高原西野6318-1

●アクセス／木曽おんたけ健康ラボ（開田高
原末川）よりマイアスキー場方面へ車で20分

御嶽山直下に湧く天然温泉で
極上のリラクゼーション体験

御嶽
明神温泉やまゆり荘

●所在地／開田高原西野６３２１−１２１１
●アクセス／木曽おんたけ健康ラボ（開田高
原末川）よりマイアスキー場方面へ車で20分

～ラボが実施している
主なアクティビティ～

●アクア・
リラクゼーション

●エアリアルヨガ
●ピラティス

ご利用時にメンバーズカードをご提示ください。

一般社団法人木曽おんたけ健康ラボ

TEL. 0264-24-0870 FAX. 0264-24-0871

〒397-0301 木曽町開田高原末川1899-4
URL＝http://ontakelabo.jp/
✉＝info@ontakelabo.jp

開設
予定

※レッスン開講日はHPでご確認ください


