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御岳山の知られざる魅力をスタッフがご紹介！
幼児から大人まで楽しめるようインタープリター
（自然解説員）がご案内いたします。

御岳ビジターセンターのプログラム
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　御岳山の自然の豊かさや特有の歴史文化が感じられる体験プログラムをご用意しています。

団体プログラムの利用案内

ビジター

センター

では

プログラム
とは

秩父多摩甲斐国立公園の

中に位置する御岳山

　私たちは、人々が地球上で暮らすことによ
る環境への負荷を軽減し、地域社会と人々の
より良い関係を築くことができ、多くの人々
が環境保全への関心が向上するとともに、持
続可能な循環型社会づくりへとつながること
を目指しています。
　御岳山でのプログラムを通じて、御岳山に
訪れる全ての人々が、安全に安心して自然や
歴史文化を楽しみ、それら資源がこの先もず
っと保全されていることを目標に活動をして
います。

　御岳ビジターセンターが行うプログラムと
は、御岳山に残る豊かな自然や歴史文化につ
いて、参加者が実感できるように組み立てら
れた自然体験活動です。
　インタープリター(自然解説員)が参加者の
年齢構成や季節、コース等を考慮して、それ
ぞれに合った内容のプログラムをご提案しま
す。
　知識を伝えるだけや楽しい遊びでは終わら
せず、「体験的に、楽しく、自ら感じとる」
ことを大切にしています。

　秩父多摩甲斐国立公園は東京の西に位置し、雲取山、川苔山、大岳山
などの山々や多摩川、奥多摩湖、鍾乳洞、多様な植物や動物、郷土景観
など35,298ha（東京都内）という広大な敷地に多彩な魅力を持った自然
公園です。
　中でも御岳山では、ツキノワグマやニホンカモシカ等の中・大型哺乳
類、清流に生息するサンショウウオ類やナガレタゴガエル、ヤマメ等を
見ることができます。また人文資源も豊かで、山内の集落などの文化的
景観や歴史ある武蔵御嶽神社などがあります。
【参考資料】東京の自然公園ビジョン、東京都、2017年5月より抜粋
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御岳山の魅力

　御岳山は東京都に位置していながら、古くからの自然、歴史・文化が残る多様な魅力を持った
場所です。そんな御岳山の魅力をここで少しだけご紹介します。

団体プログラムの利用案内

インタープリター

（自然解説員）って？

東京に残る

豊かな自然

御師集落

　秩かつてアメリカの国立公園でネイチャーガイドと呼ばれていた人た
ちが、後にインタープリターと呼ばれるようになりました。日本でも
1990年代から徐々に広がりつつあります。
　インタープリターとは自然と人の間に立ち、観察や体験などを通じて
その裏に潜む意味や私たちの暮らしとの関わりなどを伝える人のことで
す（interpret=通訳）。インタープリターが伝える対象は自然だけに留
まらず、地域文化や歴史なども対象にする場合があります。

　神域であるが故に不抜の地として残された
森林、人々の暮らしを支え利用してきた雑木
林、武蔵御嶽神社の財産としてのスギやヒノ
キの植林地などがあり、一つの山で多様な自
然環境が残されています。
　山内では、植物約650種、哺乳類約25種、鳥
類約100種、両生爬虫類約15種、昆虫類約
5,000種もの多くの生き物が暮らしています。

　山上には、江戸時代より続いている御師(
御祈祷師)の家が建ち並び、他の山とは違う
独特の景観があります。御師は、関東一円に
広がる信者(講中)が参拝する際には祈祷をお
こなったり、宿坊として信者をもてなしたり
しています。御師の宿坊はすべて武蔵御岳神
社の神職が営んでいます。昔とは違い一般の
観光客の方々も、手軽に宿泊し滞在を楽しむ
ことができます。
　今も信仰の山として多くの信者さんから崇
敬され、ご祈祷に来山される一方で、信仰の
対象であった峰々が今は登山者の憩いの場と
なり、修行者たちが修行のために歩いていた
山道は登山者が歩いています。
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プログラムの紹介

　ビジターセンターのプログラムには「無料プログラム」と「有料プログラム」があります。
お好きな組み合わせでお楽しみください。

無料
プログラム

有料
プログラム

スライドショー

レクチャー
（展示解説等）

クラフト

ガイドウォーク
（40 分未満）

オーダー型ガイド
（40 分以上）

御岳山の四季を紹介したスライドを上映します。
野外で活動する前がオススメ！

活動に合わせた内容のレクチャーを
インタープリターが行います。
「御岳山のこんな話が聞きたい！」など、
ご要望があればご相談ください。

森の中は不思議がいっぱい。年齢やご希望に合わせ
た内容で、インタープリターが森の中をご案内し
ます。

御岳山の木の実を使ったブローチづくりや御岳山
で暮らす生きものの痕跡をモチーフにしたキーホ
ルダーづくりなどを実施しています。実費として
材料費がかかります。

40分以上のガイドは有料にて承っています。武蔵
御嶽神社やロックガーデンなど、ご希望の場所・
内容・お時間に合わせてご案内いたします。

約 20 分 100 名まで

約 10 分 100 名まで

～ 40 分 20 名程度

30 ～ 60 分 70 名程度

40 分～ 原則 10 名につき
スタッフ 1 人

団体プログラムの利用案内

動物こんせきストラップ

木の実のクラフト

御岳山ならではの手づくりお土産はいかが？

散策のポイントを聞
いて

面白い発見を 2倍に！

お問い合わせから実施までの流れ
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　お問い合わせから実施までの流れをご紹介します。遠足シーズン（5月～7月、9月～11月）は
混み合うことが予想されます。お早めの予約をお勧めします。
※シーズンによってはお受けできない場合もあります。

・実施場所や内容について打合せします。

・受付（参加者人数の確認、料金のお支払い等）
　※有料プログラムをお申込みの方は、当日ビジターセンターにてお支払いをお願い致し
　　ます（領収書等が必要な方は予めお知らせください）。
・また、キャンセルの場合は、必ずビジターセンターへご連絡ください。

・電話等でお問い合わせの上、仮予約もしくは②の本予約をお済ませください。
　※受け入れ団体数に限りがござます。
・日時、行程、参加者についてお伺いします。

・必要事項をご記入の上、FAXにてビジターセンターまでお送りください。
　※必要に応じて、こちらから確認等のお電話をさせて頂きます。

①お問い合わせ・仮予約

②申込書に必要事項の記入・送付

③打合せ・下見　※必要に応じて

④最終チェック

⑤プログラム実施

⑥終了

3 か月～ 2 か月前

～ 2 か月前

～ 3 週間前

数日前～前日

当日

当日以降（1 週間以内）

ご利用前に
お願いしたい

こと

・実施日時や人数、内容等に変更がある場合はご連絡ください。
・天候による予定変更の確認

・活動後にアンケートをお渡しします。1週間以内にFAX・郵送等でご返送をお願い致しま
　す。プログラムの質的向上のためにご協力をお願い致します。

□御岳山周辺での動植物採取はお断りしております。

　プログラムの中で観察を目的に手に取ることがありますが、それ以外での採取はご遠慮くだ
　さい。
□プログラムの様子を撮影させて頂きます。

　撮影した写真は、当施設の広報チラシやホームページ、報告書等に使用する場合があります。
　ご都合の悪い場合は、スタッフにその旨お話しください。
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料金・キャンセル・その他

クラフト

オーダー型ガイド
（40 分以上） 時間 料金（すべて税抜き）

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

1時間
2時間

3時間

夜間（17時以降）の場合

6時間以上8時間まで

3,750

7,500

11,250

15,000

18,750

30,000

6,000

12,000

18,000

AM9:00 ～のお好みの時間帯

原則 10 名につきスタッフ 1名
※コース・内容により 2名以
　上必要な場合あり

左の表参照
※内容やコース、お時間によ
　って料金は異なります。

有料
プログラム

料金表

　プログラムの実施にあたり以下のような原則ルールがございます。実施前までに必ず
ご確認頂くようお願い致します。

キャンセルすることが決まった場合出来るだけ早くご連絡ください。

※オーダー型ガイド（40分以上）にお申込みの場合のみ
実施日の2日前から前日16時までのキャンセルの場合→50％お支払いいただきます。
前日16時以降から当日のキャンセルの場合→全額お支払いいただきます。

キャンセル
する場合

雨天時

荒天時の

対応

〈屋内プログラムの場合〉
「雨天のみ」の利用も可能です。ただし無料・有料プログラムに関わらず、「晴天でも利
用」される団体が優先となります。
〈屋外プログラムの場合〉
スタッフが危険と判断した場合、ご相談の上、中止もしくは変更させて頂くことがありま
す（その場合は前日までにご連絡させて頂きます）。

よくある質問

Q＆A

・木の実のクラフト：50円（税込み）
・動物こんせきストラップ：100円（税込み）
※障がい者手帳及び療育手帳、精神障害福祉手帳の交付を受けている
　心身障がい者の方は無料でご提供しております。

Q）学校団体以外でもプログラムを利用することはできますか？

　A)ご利用いただけます。ただし参加人数等に条件がありますので、直接ご相談ください。

Q）いくつかのグループに分けて活動することは可能ですか？

　A)基本的にはスタッフ1人での対応になります。日程やプログラム内容により可能な場合もあります
　　ので、まずはお問い合わせください。

Q）事前に季節ごとに見どころを知りたいです。

　A)当館のホームページに四季折々の見どころと、最新の自然情報を掲載しております。プログラム
　　に自然解説を組み込むことも可能です。ご相談ください。

料金表　※スタッフ1人あたりの金額です（2019年度付）。
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時 間

対応
人数

金 額

東京都御岳ビジターセンター

開館時間　9:00-16:30

休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

Tel  0428-78-9363

Mail  mitakevc@ces-net.jp

〒198-0175　東京都青梅市御岳山 38-5

〈お申込み・お問合せ先〉

JR青梅線　御嶽駅下車
バス　　  御岳駅前「ケーブル下行き」
　　　　　乗車(10分)
　　　　　終点下車
 ケーブルカー　滝本駅乗車(約6分)　
御岳山駅下車　徒歩10分

2018年4月1日より、御岳ビジターセンターの指定管理者が変わりました。
4月より株式会社　自然教育研究センター(CES)が
ビジターセンターの運営を行います。
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御岳ビジターセンターのご案内

アクセス

指定管理者
について

※このメールアドレスは、団体プログラムの
　お申込み・お問合せのためのアドレスになります。

　御岳ビジターセンターは、御岳山上の御師集落の中にあ
るビジターセンターです。インタープリター(自然解説員)
が常駐しており、御岳山に関する自然や登山道などの情報
発信を行っています。
　館内には、御岳山の自然や歴史・文化についてを楽しく
遊びながら
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その裏に潜む意味や私たちの暮らしとの関わりなどを伝える人のことで
す（interpret=通訳）。インタープリターが伝える対象は自然だけに留
まらず、地域文化や歴史なども対象にする場合があります。

　神域であるが故に不抜の地として残された
森林、人々の暮らしを支え利用してきた雑木
林、武蔵御嶽神社の財産としてのスギやヒノ
キの植林地などがあり、一つの山で多様な自
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　山内では、植物約650種、哺乳類約25種、鳥
類約100種、両生爬虫類約15種、昆虫類約
5,000種もの多くの生き物が暮らしています。

　山上には、江戸時代より続いている御師(
御祈祷師)の家が建ち並び、他の山とは違う
独特の景観があります。御師は、関東一円に
広がる信者(講中)が参拝する際には祈祷をお
こなったり、宿坊として信者をもてなしたり
しています。御師の宿坊はすべて武蔵御岳神
社の神職が営んでいます。昔とは違い一般の
観光客の方々も、手軽に宿泊し滞在を楽しむ
ことができます。
　今も信仰の山として多くの信者さんから崇
敬され、ご祈祷に来山される一方で、信仰の
対象であった峰々が今は登山者の憩いの場と
なり、修行者たちが修行のために歩いていた
山道は登山者が歩いています。
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　御岳山は東京都に位置していながら、古くからの自然、歴史・文化が残る多様な魅力を持った
場所です。そんな御岳山の魅力をここで少しだけご紹介します。
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プログラムの紹介

　ビジターセンターのプログラムには「無料プログラム」と「有料プログラム」があります。
お好きな組み合わせでお楽しみください。

無料
プログラム

有料
プログラム

スライドショー

レクチャー
（展示解説等）

クラフト

ガイドウォーク
（40 分未満）

オーダー型ガイド
（40 分以上）

御岳山の四季を紹介したスライドを上映します。
野外で活動する前がオススメ！

活動に合わせた内容のレクチャーを
インタープリターが行います。
「御岳山のこんな話が聞きたい！」など、
ご要望があればご相談ください。

森の中は不思議がいっぱい。年齢やご希望に合わせ
た内容で、インタープリターが森の中をご案内し
ます。

御岳山の木の実を使ったブローチづくりや御岳山
で暮らす生きものの痕跡をモチーフにしたキーホ
ルダーづくりなどを実施しています。実費として
材料費がかかります。

40分以上のガイドは有料にて承っています。武蔵
御嶽神社やロックガーデンなど、ご希望の場所・
内容・お時間に合わせてご案内いたします。

約 20 分 100 名まで

約 10 分 100 名まで

～ 40 分 20 名程度

30 ～ 60 分 70 名程度

40 分～ 原則 10 名につき
スタッフ 1 人

団体プログラムの利用案内

動物こんせきストラップ

木の実のクラフト

御岳山ならではの手づくりお土産はいかが？

散策のポイントを聞
いて

面白い発見を 2倍に！

お問い合わせから実施までの流れ
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　お問い合わせから実施までの流れをご紹介します。遠足シーズン（5月～7月、9月～11月）は
混み合うことが予想されます。お早めの予約をお勧めします。
※シーズンによってはお受けできない場合もあります。

・実施場所や内容について打合せします。

・受付（参加者人数の確認、料金のお支払い等）
　※有料プログラムをお申込みの方は、当日ビジターセンターにてお支払いをお願い致し
　　ます（領収書等が必要な方は予めお知らせください）。
・また、キャンセルの場合は、必ずビジターセンターへご連絡ください。

・電話等でお問い合わせの上、仮予約もしくは②の本予約をお済ませください。
　※受け入れ団体数に限りがござます。
・日時、行程、参加者についてお伺いします。

・必要事項をご記入の上、FAXにてビジターセンターまでお送りください。
　※必要に応じて、こちらから確認等のお電話をさせて頂きます。

①お問い合わせ・仮予約

②申込書に必要事項の記入・送付

③打合せ・下見　※必要に応じて

④最終チェック

⑤プログラム実施

⑥終了

3 か月～ 2 か月前

～ 2 か月前

～ 3 週間前

数日前～前日

当日

当日以降（1 週間以内）

ご利用前に
お願いしたい

こと

・実施日時や人数、内容等に変更がある場合はご連絡ください。
・天候による予定変更の確認

・活動後にアンケートをお渡しします。1週間以内にFAX・郵送等でご返送をお願い致しま
　す。プログラムの質的向上のためにご協力をお願い致します。

□御岳山周辺での動植物採取はお断りしております。

　プログラムの中で観察を目的に手に取ることがありますが、それ以外での採取はご遠慮くだ
　さい。
□プログラムの様子を撮影させて頂きます。

　撮影した写真は、当施設の広報チラシやホームページ、報告書等に使用する場合があります。
　ご都合の悪い場合は、スタッフにその旨お話しください。
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料金・キャンセル・その他

クラフト

オーダー型ガイド
（40 分以上） 時間 料金（すべて税抜き）

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

1時間
2時間

3時間

夜間（17時以降）の場合

6時間以上8時間まで

3,750

7,500

11,250

15,000

18,750

30,000

6,000

12,000

18,000

AM9:00 ～のお好みの時間帯

原則 10 名につきスタッフ 1名
※コース・内容により 2名以
　上必要な場合あり

左の表参照
※内容やコース、お時間によ
　って料金は異なります。

有料
プログラム

料金表

　プログラムの実施にあたり以下のような原則ルールがございます。実施前までに必ず
ご確認頂くようお願い致します。

キャンセルすることが決まった場合出来るだけ早くご連絡ください。

※オーダー型ガイド（40分以上）にお申込みの場合のみ
実施日の2日前から前日16時までのキャンセルの場合→50％お支払いいただきます。
前日16時以降から当日のキャンセルの場合→全額お支払いいただきます。

キャンセル
する場合

雨天時

荒天時の

対応

〈屋内プログラムの場合〉
「雨天のみ」の利用も可能です。ただし無料・有料プログラムに関わらず、「晴天でも利
用」される団体が優先となります。
〈屋外プログラムの場合〉
スタッフが危険と判断した場合、ご相談の上、中止もしくは変更させて頂くことがありま
す（その場合は前日までにご連絡させて頂きます）。

よくある質問

Q＆A

・木の実のクラフト：50円（税込み）
・動物こんせきストラップ：100円（税込み）
※障がい者手帳及び療育手帳、精神障害福祉手帳の交付を受けている
　心身障がい者の方は無料でご提供しております。

Q）学校団体以外でもプログラムを利用することはできますか？

　A)ご利用いただけます。ただし参加人数等に条件がありますので、直接ご相談ください。

Q）いくつかのグループに分けて活動することは可能ですか？

　A)基本的にはスタッフ1人での対応になります。日程やプログラム内容により可能な場合もあります
　　ので、まずはお問い合わせください。

Q）事前に季節ごとに見どころを知りたいです。

　A)当館のホームページに四季折々の見どころと、最新の自然情報を掲載しております。プログラム
　　に自然解説を組み込むことも可能です。ご相談ください。

料金表　※スタッフ1人あたりの金額です（2019年度付）。
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時 間

対応
人数

金 額

東京都御岳ビジターセンター

開館時間　9:00-16:30

休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

Tel  0428-78-9363

Mail  mitakevc@ces-net.jp

〒198-0175　東京都青梅市御岳山 38-5

〈お申込み・お問合せ先〉

JR青梅線　御嶽駅下車
バス　　  御岳駅前「ケーブル下行き」
　　　　　乗車(10分)
　　　　　終点下車
 ケーブルカー　滝本駅乗車(約6分)　
御岳山駅下車　徒歩10分

2018年4月1日より、御岳ビジターセンターの指定管理者が変わりました。
4月より株式会社　自然教育研究センター(CES)が
ビジターセンターの運営を行います。
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について

※このメールアドレスは、団体プログラムの
　お申込み・お問合せのためのアドレスになります。

　御岳ビジターセンターは、御岳山上の御師集落の中にあ
るビジターセンターです。インタープリター(自然解説員)
が常駐しており、御岳山に関する自然や登山道などの情報
発信を行っています。
　館内には、御岳山の自然や歴史・文化についてを楽しく
遊びながら
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御岳山の知られざる魅力をスタッフがご紹介！
幼児から大人まで楽しめるようインタープリター
（自然解説員）がご案内いたします。

御岳ビジターセンターのプログラム
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　御岳山の自然の豊かさや特有の歴史文化が感じられる体験プログラムをご用意しています。

団体プログラムの利用案内

ビジター

センター

では

プログラム
とは

秩父多摩甲斐国立公園の

中に位置する御岳山

　私たちは、人々が地球上で暮らすことによ
る環境への負荷を軽減し、地域社会と人々の
より良い関係を築くことができ、多くの人々
が環境保全への関心が向上するとともに、持
続可能な循環型社会づくりへとつながること
を目指しています。
　御岳山でのプログラムを通じて、御岳山に
訪れる全ての人々が、安全に安心して自然や
歴史文化を楽しみ、それら資源がこの先もず
っと保全されていることを目標に活動をして
います。

　御岳ビジターセンターが行うプログラムと
は、御岳山に残る豊かな自然や歴史文化につ
いて、参加者が実感できるように組み立てら
れた自然体験活動です。
　インタープリター(自然解説員)が参加者の
年齢構成や季節、コース等を考慮して、それ
ぞれに合った内容のプログラムをご提案しま
す。
　知識を伝えるだけや楽しい遊びでは終わら
せず、「体験的に、楽しく、自ら感じとる」
ことを大切にしています。

　秩父多摩甲斐国立公園は東京の西に位置し、雲取山、川苔山、大岳山
などの山々や多摩川、奥多摩湖、鍾乳洞、多様な植物や動物、郷土景観
など35,298ha（東京都内）という広大な敷地に多彩な魅力を持った自然
公園です。
　中でも御岳山では、ツキノワグマやニホンカモシカ等の中・大型哺乳
類、清流に生息するサンショウウオ類やナガレタゴガエル、ヤマメ等を
見ることができます。また人文資源も豊かで、山内の集落などの文化的
景観や歴史ある武蔵御嶽神社などがあります。
【参考資料】東京の自然公園ビジョン、東京都、2017年5月より抜粋
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しています。御師の宿坊はすべて武蔵御岳神
社の神職が営んでいます。昔とは違い一般の
観光客の方々も、手軽に宿泊し滞在を楽しむ
ことができます。
　今も信仰の山として多くの信者さんから崇
敬され、ご祈祷に来山される一方で、信仰の
対象であった峰々が今は登山者の憩いの場と
なり、修行者たちが修行のために歩いていた
山道は登山者が歩いています。

4

プログラムの紹介

　ビジターセンターのプログラムには「無料プログラム」と「有料プログラム」があります。
お好きな組み合わせでお楽しみください。

無料
プログラム

有料
プログラム

スライドショー

レクチャー
（展示解説等）

クラフト

ガイドウォーク
（40 分未満）

オーダー型ガイド
（40 分以上）

御岳山の四季を紹介したスライドを上映します。
野外で活動する前がオススメ！

活動に合わせた内容のレクチャーを
インタープリターが行います。
「御岳山のこんな話が聞きたい！」など、
ご要望があればご相談ください。

森の中は不思議がいっぱい。年齢やご希望に合わせ
た内容で、インタープリターが森の中をご案内し
ます。

御岳山の木の実を使ったブローチづくりや御岳山
で暮らす生きものの痕跡をモチーフにしたキーホ
ルダーづくりなどを実施しています。実費として
材料費がかかります。

40分以上のガイドは有料にて承っています。武蔵
御嶽神社やロックガーデンなど、ご希望の場所・
内容・お時間に合わせてご案内いたします。

約 20 分 100 名まで

約 10 分 100 名まで

～ 40 分 20 名程度

30 ～ 60 分 70 名程度

40 分～ 原則 10 名につき
スタッフ 1 人

団体プログラムの利用案内

動物こんせきストラップ

木の実のクラフト

御岳山ならではの手づくりお土産はいかが？

散策のポイントを聞
いて

面白い発見を 2倍に！

お問い合わせから実施までの流れ

5

　お問い合わせから実施までの流れをご紹介します。遠足シーズン（5月～7月、9月～11月）は
混み合うことが予想されます。お早めの予約をお勧めします。
※シーズンによってはお受けできない場合もあります。

・実施場所や内容について打合せします。

・受付（参加者人数の確認、料金のお支払い等）
　※有料プログラムをお申込みの方は、当日ビジターセンターにてお支払いをお願い致し
　　ます（領収書等が必要な方は予めお知らせください）。
・また、キャンセルの場合は、必ずビジターセンターへご連絡ください。

・電話等でお問い合わせの上、仮予約もしくは②の本予約をお済ませください。
　※受け入れ団体数に限りがござます。
・日時、行程、参加者についてお伺いします。

・必要事項をご記入の上、FAXにてビジターセンターまでお送りください。
　※必要に応じて、こちらから確認等のお電話をさせて頂きます。

①お問い合わせ・仮予約

②申込書に必要事項の記入・送付

③打合せ・下見　※必要に応じて

④最終チェック

⑤プログラム実施

⑥終了

3 か月～ 2 か月前

～ 2 か月前

～ 3 週間前

数日前～前日

当日

当日以降（1 週間以内）

ご利用前に
お願いしたい

こと

・実施日時や人数、内容等に変更がある場合はご連絡ください。
・天候による予定変更の確認

・活動後にアンケートをお渡しします。1週間以内にFAX・郵送等でご返送をお願い致しま
　す。プログラムの質的向上のためにご協力をお願い致します。

□御岳山周辺での動植物採取はお断りしております。

　プログラムの中で観察を目的に手に取ることがありますが、それ以外での採取はご遠慮くだ
　さい。
□プログラムの様子を撮影させて頂きます。

　撮影した写真は、当施設の広報チラシやホームページ、報告書等に使用する場合があります。
　ご都合の悪い場合は、スタッフにその旨お話しください。
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料金・キャンセル・その他

クラフト

オーダー型ガイド
（40 分以上） 時間 料金（すべて税抜き）
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2時間

3時間

4時間

5時間

1時間
2時間

3時間

夜間（17時以降）の場合

6時間以上8時間まで

3,750

7,500

11,250
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18,750

30,000

6,000

12,000

18,000

AM9:00 ～のお好みの時間帯

原則 10 名につきスタッフ 1名
※コース・内容により 2名以
　上必要な場合あり

左の表参照
※内容やコース、お時間によ
　って料金は異なります。

有料
プログラム

料金表

　プログラムの実施にあたり以下のような原則ルールがございます。実施前までに必ず
ご確認頂くようお願い致します。

キャンセルすることが決まった場合出来るだけ早くご連絡ください。

※オーダー型ガイド（40分以上）にお申込みの場合のみ
実施日の2日前から前日16時までのキャンセルの場合→50％お支払いいただきます。
前日16時以降から当日のキャンセルの場合→全額お支払いいただきます。

キャンセル
する場合

雨天時

荒天時の

対応

〈屋内プログラムの場合〉
「雨天のみ」の利用も可能です。ただし無料・有料プログラムに関わらず、「晴天でも利
用」される団体が優先となります。
〈屋外プログラムの場合〉
スタッフが危険と判断した場合、ご相談の上、中止もしくは変更させて頂くことがありま
す（その場合は前日までにご連絡させて頂きます）。

よくある質問

Q＆A

・木の実のクラフト：50円（税込み）
・動物こんせきストラップ：100円（税込み）
※障がい者手帳及び療育手帳、精神障害福祉手帳の交付を受けている
　心身障がい者の方は無料でご提供しております。

Q）学校団体以外でもプログラムを利用することはできますか？

　A)ご利用いただけます。ただし参加人数等に条件がありますので、直接ご相談ください。

Q）いくつかのグループに分けて活動することは可能ですか？

　A)基本的にはスタッフ1人での対応になります。日程やプログラム内容により可能な場合もあります
　　ので、まずはお問い合わせください。

Q）事前に季節ごとに見どころを知りたいです。

　A)当館のホームページに四季折々の見どころと、最新の自然情報を掲載しております。プログラム
　　に自然解説を組み込むことも可能です。ご相談ください。

料金表　※スタッフ1人あたりの金額です（2019年度付）。

団体プログラムの利用案内

時 間

対応
人数

金 額

東京都御岳ビジターセンター

開館時間　9:00-16:30

休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

Tel  0428-78-9363

Mail  mitakevc@ces-net.jp

〒198-0175　東京都青梅市御岳山 38-5

〈お申込み・お問合せ先〉

JR青梅線　御嶽駅下車
バス　　  御岳駅前「ケーブル下行き」
　　　　　乗車(10分)
　　　　　終点下車
 ケーブルカー　滝本駅乗車(約6分)　
御岳山駅下車　徒歩10分

2018年4月1日より、御岳ビジターセンターの指定管理者が変わりました。
4月より株式会社　自然教育研究センター(CES)が
ビジターセンターの運営を行います。
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アクセス

指定管理者
について

※このメールアドレスは、団体プログラムの
　お申込み・お問合せのためのアドレスになります。

　御岳ビジターセンターは、御岳山上の御師集落の中にあ
るビジターセンターです。インタープリター(自然解説員)
が常駐しており、御岳山に関する自然や登山道などの情報
発信を行っています。
　館内には、御岳山の自然や歴史・文化についてを楽しく
遊びながら
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御岳山の知られざる魅力をスタッフがご紹介！
幼児から大人まで楽しめるようインタープリター
（自然解説員）がご案内いたします。

御岳ビジターセンターのプログラム

1

　御岳山の自然の豊かさや特有の歴史文化が感じられる体験プログラムをご用意しています。

団体プログラムの利用案内

ビジター

センター

では

プログラム
とは

秩父多摩甲斐国立公園の

中に位置する御岳山

　私たちは、人々が地球上で暮らすことによ
る環境への負荷を軽減し、地域社会と人々の
より良い関係を築くことができ、多くの人々
が環境保全への関心が向上するとともに、持
続可能な循環型社会づくりへとつながること
を目指しています。
　御岳山でのプログラムを通じて、御岳山に
訪れる全ての人々が、安全に安心して自然や
歴史文化を楽しみ、それら資源がこの先もず
っと保全されていることを目標に活動をして
います。

　御岳ビジターセンターが行うプログラムと
は、御岳山に残る豊かな自然や歴史文化につ
いて、参加者が実感できるように組み立てら
れた自然体験活動です。
　インタープリター(自然解説員)が参加者の
年齢構成や季節、コース等を考慮して、それ
ぞれに合った内容のプログラムをご提案しま
す。
　知識を伝えるだけや楽しい遊びでは終わら
せず、「体験的に、楽しく、自ら感じとる」
ことを大切にしています。

　秩父多摩甲斐国立公園は東京の西に位置し、雲取山、川苔山、大岳山
などの山々や多摩川、奥多摩湖、鍾乳洞、多様な植物や動物、郷土景観
など35,298ha（東京都内）という広大な敷地に多彩な魅力を持った自然
公園です。
　中でも御岳山では、ツキノワグマやニホンカモシカ等の中・大型哺乳
類、清流に生息するサンショウウオ類やナガレタゴガエル、ヤマメ等を
見ることができます。また人文資源も豊かで、山内の集落などの文化的
景観や歴史ある武蔵御嶽神社などがあります。
【参考資料】東京の自然公園ビジョン、東京都、2017年5月より抜粋

2

御岳山の魅力

　御岳山は東京都に位置していながら、古くからの自然、歴史・文化が残る多様な魅力を持った
場所です。そんな御岳山の魅力をここで少しだけご紹介します。

団体プログラムの利用案内

インタープリター

（自然解説員）って？

東京に残る

豊かな自然

御師集落

　秩かつてアメリカの国立公園でネイチャーガイドと呼ばれていた人た
ちが、後にインタープリターと呼ばれるようになりました。日本でも
1990年代から徐々に広がりつつあります。
　インタープリターとは自然と人の間に立ち、観察や体験などを通じて
その裏に潜む意味や私たちの暮らしとの関わりなどを伝える人のことで
す（interpret=通訳）。インタープリターが伝える対象は自然だけに留
まらず、地域文化や歴史なども対象にする場合があります。

　神域であるが故に不抜の地として残された
森林、人々の暮らしを支え利用してきた雑木
林、武蔵御嶽神社の財産としてのスギやヒノ
キの植林地などがあり、一つの山で多様な自
然環境が残されています。
　山内では、植物約650種、哺乳類約25種、鳥
類約100種、両生爬虫類約15種、昆虫類約
5,000種もの多くの生き物が暮らしています。

　山上には、江戸時代より続いている御師(
御祈祷師)の家が建ち並び、他の山とは違う
独特の景観があります。御師は、関東一円に
広がる信者(講中)が参拝する際には祈祷をお
こなったり、宿坊として信者をもてなしたり
しています。御師の宿坊はすべて武蔵御岳神
社の神職が営んでいます。昔とは違い一般の
観光客の方々も、手軽に宿泊し滞在を楽しむ
ことができます。
　今も信仰の山として多くの信者さんから崇
敬され、ご祈祷に来山される一方で、信仰の
対象であった峰々が今は登山者の憩いの場と
なり、修行者たちが修行のために歩いていた
山道は登山者が歩いています。
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①お問い合わせ・仮予約

②申込書に必要事項の記入・送付

③打合せ・下見　※必要に応じて

④最終チェック

⑤プログラム実施

⑥終了

3 か月～ 2 か月前

～ 2 か月前

～ 3 週間前

数日前～前日

当日

当日以降（1 週間以内）

ご利用前に
お願いしたい

こと

・実施日時や人数、内容等に変更がある場合はご連絡ください。
・天候による予定変更の確認

・活動後にアンケートをお渡しします。1週間以内にFAX・郵送等でご返送をお願い致しま
　す。プログラムの質的向上のためにご協力をお願い致します。

□御岳山周辺での動植物採取はお断りしております。

　プログラムの中で観察を目的に手に取ることがありますが、それ以外での採取はご遠慮くだ
　さい。
□プログラムの様子を撮影させて頂きます。

　撮影した写真は、当施設の広報チラシやホームページ、報告書等に使用する場合があります。
　ご都合の悪い場合は、スタッフにその旨お話しください。

団体プログラムの利用案内 6

料金・キャンセル・その他

クラフト

オーダー型ガイド
（40 分以上） 時間 料金（すべて税抜き）

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

1時間
2時間

3時間

夜間（17時以降）の場合

6時間以上8時間まで

3,750

7,500

11,250

15,000

18,750

30,000

6,000

12,000

18,000

AM9:00 ～のお好みの時間帯

原則 10 名につきスタッフ 1名
※コース・内容により 2名以
　上必要な場合あり

左の表参照
※内容やコース、お時間によ
　って料金は異なります。

有料
プログラム

料金表

　プログラムの実施にあたり以下のような原則ルールがございます。実施前までに必ず
ご確認頂くようお願い致します。

キャンセルすることが決まった場合出来るだけ早くご連絡ください。

※オーダー型ガイド（40分以上）にお申込みの場合のみ
実施日の2日前から前日16時までのキャンセルの場合→50％お支払いいただきます。
前日16時以降から当日のキャンセルの場合→全額お支払いいただきます。

キャンセル
する場合

雨天時

荒天時の

対応

〈屋内プログラムの場合〉
「雨天のみ」の利用も可能です。ただし無料・有料プログラムに関わらず、「晴天でも利
用」される団体が優先となります。
〈屋外プログラムの場合〉
スタッフが危険と判断した場合、ご相談の上、中止もしくは変更させて頂くことがありま
す（その場合は前日までにご連絡させて頂きます）。

よくある質問

Q＆A

・木の実のクラフト：50円（税込み）
・動物こんせきストラップ：100円（税込み）
※障がい者手帳及び療育手帳、精神障害福祉手帳の交付を受けている
　心身障がい者の方は無料でご提供しております。

Q）学校団体以外でもプログラムを利用することはできますか？

　A)ご利用いただけます。ただし参加人数等に条件がありますので、直接ご相談ください。

Q）いくつかのグループに分けて活動することは可能ですか？

　A)基本的にはスタッフ1人での対応になります。日程やプログラム内容により可能な場合もあります
　　ので、まずはお問い合わせください。

Q）事前に季節ごとに見どころを知りたいです。

　A)当館のホームページに四季折々の見どころと、最新の自然情報を掲載しております。プログラム
　　に自然解説を組み込むことも可能です。ご相談ください。

料金表　※スタッフ1人あたりの金額です（2019年度付）。

団体プログラムの利用案内

時 間

対応
人数

金 額

東京都御岳ビジターセンター

開館時間　9:00-16:30

休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

Tel  0428-78-9363

Mail  mitakevc@ces-net.jp

〒198-0175　東京都青梅市御岳山 38-5

〈お申込み・お問合せ先〉

JR青梅線　御嶽駅下車
バス　　  御岳駅前「ケーブル下行き」
　　　　　乗車(10分)
　　　　　終点下車
 ケーブルカー　滝本駅乗車(約6分)　
御岳山駅下車　徒歩10分

2018年4月1日より、御岳ビジターセンターの指定管理者が変わりました。
4月より株式会社　自然教育研究センター(CES)が
ビジターセンターの運営を行います。
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御岳ビジターセンターのご案内

アクセス

指定管理者
について

※このメールアドレスは、団体プログラムの
　お申込み・お問合せのためのアドレスになります。

　御岳ビジターセンターは、御岳山上の御師集落の中にあ
るビジターセンターです。インタープリター(自然解説員)
が常駐しており、御岳山に関する自然や登山道などの情報
発信を行っています。
　館内には、御岳山の自然や歴史・文化についてを楽しく
遊びながら
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御岳山の知られざる魅力をスタッフがご紹介！
幼児から大人まで楽しめるようインタープリター
（自然解説員）がご案内いたします。

御岳ビジターセンターのプログラム
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　御岳山の自然の豊かさや特有の歴史文化が感じられる体験プログラムをご用意しています。

団体プログラムの利用案内

ビジター

センター

では

プログラム
とは

秩父多摩甲斐国立公園の

中に位置する御岳山

　私たちは、人々が地球上で暮らすことによ
る環境への負荷を軽減し、地域社会と人々の
より良い関係を築くことができ、多くの人々
が環境保全への関心が向上するとともに、持
続可能な循環型社会づくりへとつながること
を目指しています。
　御岳山でのプログラムを通じて、御岳山に
訪れる全ての人々が、安全に安心して自然や
歴史文化を楽しみ、それら資源がこの先もず
っと保全されていることを目標に活動をして
います。

　御岳ビジターセンターが行うプログラムと
は、御岳山に残る豊かな自然や歴史文化につ
いて、参加者が実感できるように組み立てら
れた自然体験活動です。
　インタープリター(自然解説員)が参加者の
年齢構成や季節、コース等を考慮して、それ
ぞれに合った内容のプログラムをご提案しま
す。
　知識を伝えるだけや楽しい遊びでは終わら
せず、「体験的に、楽しく、自ら感じとる」
ことを大切にしています。

　秩父多摩甲斐国立公園は東京の西に位置し、雲取山、川苔山、大岳山
などの山々や多摩川、奥多摩湖、鍾乳洞、多様な植物や動物、郷土景観
など35,298ha（東京都内）という広大な敷地に多彩な魅力を持った自然
公園です。
　中でも御岳山では、ツキノワグマやニホンカモシカ等の中・大型哺乳
類、清流に生息するサンショウウオ類やナガレタゴガエル、ヤマメ等を
見ることができます。また人文資源も豊かで、山内の集落などの文化的
景観や歴史ある武蔵御嶽神社などがあります。
【参考資料】東京の自然公園ビジョン、東京都、2017年5月より抜粋
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御岳山の魅力

　御岳山は東京都に位置していながら、古くからの自然、歴史・文化が残る多様な魅力を持った
場所です。そんな御岳山の魅力をここで少しだけご紹介します。

団体プログラムの利用案内

インタープリター

（自然解説員）って？

東京に残る

豊かな自然

御師集落

　秩かつてアメリカの国立公園でネイチャーガイドと呼ばれていた人た
ちが、後にインタープリターと呼ばれるようになりました。日本でも
1990年代から徐々に広がりつつあります。
　インタープリターとは自然と人の間に立ち、観察や体験などを通じて
その裏に潜む意味や私たちの暮らしとの関わりなどを伝える人のことで
す（interpret=通訳）。インタープリターが伝える対象は自然だけに留
まらず、地域文化や歴史なども対象にする場合があります。

　神域であるが故に不抜の地として残された
森林、人々の暮らしを支え利用してきた雑木
林、武蔵御嶽神社の財産としてのスギやヒノ
キの植林地などがあり、一つの山で多様な自
然環境が残されています。
　山内では、植物約650種、哺乳類約25種、鳥
類約100種、両生爬虫類約15種、昆虫類約
5,000種もの多くの生き物が暮らしています。

　山上には、江戸時代より続いている御師(
御祈祷師)の家が建ち並び、他の山とは違う
独特の景観があります。御師は、関東一円に
広がる信者(講中)が参拝する際には祈祷をお
こなったり、宿坊として信者をもてなしたり
しています。御師の宿坊はすべて武蔵御岳神
社の神職が営んでいます。昔とは違い一般の
観光客の方々も、手軽に宿泊し滞在を楽しむ
ことができます。
　今も信仰の山として多くの信者さんから崇
敬され、ご祈祷に来山される一方で、信仰の
対象であった峰々が今は登山者の憩いの場と
なり、修行者たちが修行のために歩いていた
山道は登山者が歩いています。
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プログラムの紹介

　ビジターセンターのプログラムには「無料プログラム」と「有料プログラム」があります。
お好きな組み合わせでお楽しみください。

無料
プログラム

有料
プログラム

スライドショー

レクチャー
（展示解説等）

クラフト

ガイドウォーク
（40 分未満）

オーダー型ガイド
（40 分以上）

御岳山の四季を紹介したスライドを上映します。
野外で活動する前がオススメ！

活動に合わせた内容のレクチャーを
インタープリターが行います。
「御岳山のこんな話が聞きたい！」など、
ご要望があればご相談ください。

森の中は不思議がいっぱい。年齢やご希望に合わせ
た内容で、インタープリターが森の中をご案内し
ます。

御岳山の木の実を使ったブローチづくりや御岳山
で暮らす生きものの痕跡をモチーフにしたキーホ
ルダーづくりなどを実施しています。実費として
材料費がかかります。

40分以上のガイドは有料にて承っています。武蔵
御嶽神社やロックガーデンなど、ご希望の場所・
内容・お時間に合わせてご案内いたします。

約 20 分 100 名まで

約 10 分 100 名まで

～ 40 分 20 名程度

30 ～ 60 分 70 名程度

40 分～ 原則 10 名につき
スタッフ 1 人

団体プログラムの利用案内

動物こんせきストラップ

木の実のクラフト

御岳山ならではの手づくりお土産はいかが？

散策のポイントを聞
いて

面白い発見を 2倍に！

お問い合わせから実施までの流れ
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　お問い合わせから実施までの流れをご紹介します。遠足シーズン（5月～7月、9月～11月）は
混み合うことが予想されます。お早めの予約をお勧めします。
※シーズンによってはお受けできない場合もあります。

・実施場所や内容について打合せします。

・受付（参加者人数の確認、料金のお支払い等）
　※有料プログラムをお申込みの方は、当日ビジターセンターにてお支払いをお願い致し
　　ます（領収書等が必要な方は予めお知らせください）。
・また、キャンセルの場合は、必ずビジターセンターへご連絡ください。

・電話等でお問い合わせの上、仮予約もしくは②の本予約をお済ませください。
　※受け入れ団体数に限りがござます。
・日時、行程、参加者についてお伺いします。

・必要事項をご記入の上、FAXにてビジターセンターまでお送りください。
　※必要に応じて、こちらから確認等のお電話をさせて頂きます。

①お問い合わせ・仮予約

②申込書に必要事項の記入・送付

③打合せ・下見　※必要に応じて

④最終チェック

⑤プログラム実施

⑥終了

3 か月～ 2 か月前

～ 2 か月前

～ 3 週間前

数日前～前日

当日

当日以降（1 週間以内）

ご利用前に
お願いしたい

こと

・実施日時や人数、内容等に変更がある場合はご連絡ください。
・天候による予定変更の確認

・活動後にアンケートをお渡しします。1週間以内にFAX・郵送等でご返送をお願い致しま
　す。プログラムの質的向上のためにご協力をお願い致します。

□御岳山周辺での動植物採取はお断りしております。

　プログラムの中で観察を目的に手に取ることがありますが、それ以外での採取はご遠慮くだ
　さい。
□プログラムの様子を撮影させて頂きます。

　撮影した写真は、当施設の広報チラシやホームページ、報告書等に使用する場合があります。
　ご都合の悪い場合は、スタッフにその旨お話しください。
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Q）学校団体以外でもプログラムを利用することはできますか？

　A)ご利用いただけます。ただし参加人数等に条件がありますので、直接ご相談ください。

Q）いくつかのグループに分けて活動することは可能ですか？

　A)基本的にはスタッフ1人での対応になります。日程やプログラム内容により可能な場合もあります
　　ので、まずはお問い合わせください。

Q）事前に季節ごとに見どころを知りたいです。

　A)当館のホームページに四季折々の見どころと、最新の自然情報を掲載しております。プログラム
　　に自然解説を組み込むことも可能です。ご相談ください。

料金表　※スタッフ1人あたりの金額です（2019年度付）。

団体プログラムの利用案内

時 間

対応
人数

金 額

東京都御岳ビジターセンター

開館時間　9:00-16:30

休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

Tel  0428-78-9363

Mail  mitakevc@ces-net.jp

〒198-0175　東京都青梅市御岳山 38-5

〈お申込み・お問合せ先〉

JR青梅線　御嶽駅下車
バス　　  御岳駅前「ケーブル下行き」
　　　　　乗車(10分)
　　　　　終点下車
 ケーブルカー　滝本駅乗車(約6分)　
御岳山駅下車　徒歩10分

2018年4月1日より、御岳ビジターセンターの指定管理者が変わりました。
4月より株式会社　自然教育研究センター(CES)が
ビジターセンターの運営を行います。
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御岳ビジターセンターのご案内

アクセス

指定管理者
について

※このメールアドレスは、団体プログラムの
　お申込み・お問合せのためのアドレスになります。

　御岳ビジターセンターは、御岳山上の御師集落の中にあ
るビジターセンターです。インタープリター(自然解説員)
が常駐しており、御岳山に関する自然や登山道などの情報
発信を行っています。
　館内には、御岳山の自然や歴史・文化についてを楽しく
遊びながら
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指定管理者：（株）自然教育研究センター
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御岳山の知られざる魅力をスタッフがご紹介！
幼児から大人まで楽しめるようインタープリター
（自然解説員）がご案内いたします。

御岳ビジターセンターのプログラム

1

　御岳山の自然の豊かさや特有の歴史文化が感じられる体験プログラムをご用意しています。

団体プログラムの利用案内

ビジター

センター

では

プログラム
とは

秩父多摩甲斐国立公園の

中に位置する御岳山

　私たちは、人々が地球上で暮らすことによ
る環境への負荷を軽減し、地域社会と人々の
より良い関係を築くことができ、多くの人々
が環境保全への関心が向上するとともに、持
続可能な循環型社会づくりへとつながること
を目指しています。
　御岳山でのプログラムを通じて、御岳山に
訪れる全ての人々が、安全に安心して自然や
歴史文化を楽しみ、それら資源がこの先もず
っと保全されていることを目標に活動をして
います。

　御岳ビジターセンターが行うプログラムと
は、御岳山に残る豊かな自然や歴史文化につ
いて、参加者が実感できるように組み立てら
れた自然体験活動です。
　インタープリター(自然解説員)が参加者の
年齢構成や季節、コース等を考慮して、それ
ぞれに合った内容のプログラムをご提案しま
す。
　知識を伝えるだけや楽しい遊びでは終わら
せず、「体験的に、楽しく、自ら感じとる」
ことを大切にしています。

　秩父多摩甲斐国立公園は東京の西に位置し、雲取山、川苔山、大岳山
などの山々や多摩川、奥多摩湖、鍾乳洞、多様な植物や動物、郷土景観
など35,298ha（東京都内）という広大な敷地に多彩な魅力を持った自然
公園です。
　中でも御岳山では、ツキノワグマやニホンカモシカ等の中・大型哺乳
類、清流に生息するサンショウウオ類やナガレタゴガエル、ヤマメ等を
見ることができます。また人文資源も豊かで、山内の集落などの文化的
景観や歴史ある武蔵御嶽神社などがあります。
【参考資料】東京の自然公園ビジョン、東京都、2017年5月より抜粋

2

御岳山の魅力

　御岳山は東京都に位置していながら、古くからの自然、歴史・文化が残る多様な魅力を持った
場所です。そんな御岳山の魅力をここで少しだけご紹介します。

団体プログラムの利用案内

インタープリター

（自然解説員）って？

東京に残る

豊かな自然

御師集落

　秩かつてアメリカの国立公園でネイチャーガイドと呼ばれていた人た
ちが、後にインタープリターと呼ばれるようになりました。日本でも
1990年代から徐々に広がりつつあります。
　インタープリターとは自然と人の間に立ち、観察や体験などを通じて
その裏に潜む意味や私たちの暮らしとの関わりなどを伝える人のことで
す（interpret=通訳）。インタープリターが伝える対象は自然だけに留
まらず、地域文化や歴史なども対象にする場合があります。

　神域であるが故に不抜の地として残された
森林、人々の暮らしを支え利用してきた雑木
林、武蔵御嶽神社の財産としてのスギやヒノ
キの植林地などがあり、一つの山で多様な自
然環境が残されています。
　山内では、植物約650種、哺乳類約25種、鳥
類約100種、両生爬虫類約15種、昆虫類約
5,000種もの多くの生き物が暮らしています。

　山上には、江戸時代より続いている御師(
御祈祷師)の家が建ち並び、他の山とは違う
独特の景観があります。御師は、関東一円に
広がる信者(講中)が参拝する際には祈祷をお
こなったり、宿坊として信者をもてなしたり
しています。御師の宿坊はすべて武蔵御岳神
社の神職が営んでいます。昔とは違い一般の
観光客の方々も、手軽に宿泊し滞在を楽しむ
ことができます。
　今も信仰の山として多くの信者さんから崇
敬され、ご祈祷に来山される一方で、信仰の
対象であった峰々が今は登山者の憩いの場と
なり、修行者たちが修行のために歩いていた
山道は登山者が歩いています。
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プログラムの紹介

　ビジターセンターのプログラムには「無料プログラム」と「有料プログラム」があります。
お好きな組み合わせでお楽しみください。

無料
プログラム

有料
プログラム

スライドショー

レクチャー
（展示解説等）

クラフト

ガイドウォーク
（40 分未満）

オーダー型ガイド
（40 分以上）

御岳山の四季を紹介したスライドを上映します。
野外で活動する前がオススメ！

活動に合わせた内容のレクチャーを
インタープリターが行います。
「御岳山のこんな話が聞きたい！」など、
ご要望があればご相談ください。

森の中は不思議がいっぱい。年齢やご希望に合わせ
た内容で、インタープリターが森の中をご案内し
ます。

御岳山の木の実を使ったブローチづくりや御岳山
で暮らす生きものの痕跡をモチーフにしたキーホ
ルダーづくりなどを実施しています。実費として
材料費がかかります。

40分以上のガイドは有料にて承っています。武蔵
御嶽神社やロックガーデンなど、ご希望の場所・
内容・お時間に合わせてご案内いたします。

約 20 分 100 名まで

約 10 分 100 名まで

～ 40 分 20 名程度

30 ～ 60 分 70 名程度

40 分～ 原則 10 名につき
スタッフ 1 人

団体プログラムの利用案内

動物こんせきストラップ

木の実のクラフト

御岳山ならではの手づくりお土産はいかが？

散策のポイントを聞
いて

面白い発見を 2倍に！

お問い合わせから実施までの流れ

5

　お問い合わせから実施までの流れをご紹介します。遠足シーズン（5月～7月、9月～11月）は
混み合うことが予想されます。お早めの予約をお勧めします。
※シーズンによってはお受けできない場合もあります。

・実施場所や内容について打合せします。

・受付（参加者人数の確認、料金のお支払い等）
　※有料プログラムをお申込みの方は、当日ビジターセンターにてお支払いをお願い致し
　　ます（領収書等が必要な方は予めお知らせください）。
・また、キャンセルの場合は、必ずビジターセンターへご連絡ください。

・電話等でお問い合わせの上、仮予約もしくは②の本予約をお済ませください。
　※受け入れ団体数に限りがござます。
・日時、行程、参加者についてお伺いします。

・必要事項をご記入の上、FAXにてビジターセンターまでお送りください。
　※必要に応じて、こちらから確認等のお電話をさせて頂きます。

①お問い合わせ・仮予約

②申込書に必要事項の記入・送付

③打合せ・下見　※必要に応じて

④最終チェック

⑤プログラム実施

⑥終了

3 か月～ 2 か月前

～ 2 か月前

～ 3 週間前

数日前～前日

当日

当日以降（1 週間以内）

ご利用前に
お願いしたい

こと

・実施日時や人数、内容等に変更がある場合はご連絡ください。
・天候による予定変更の確認

・活動後にアンケートをお渡しします。1週間以内にFAX・郵送等でご返送をお願い致しま
　す。プログラムの質的向上のためにご協力をお願い致します。

□御岳山周辺での動植物採取はお断りしております。

　プログラムの中で観察を目的に手に取ることがありますが、それ以外での採取はご遠慮くだ
　さい。
□プログラムの様子を撮影させて頂きます。

　撮影した写真は、当施設の広報チラシやホームページ、報告書等に使用する場合があります。
　ご都合の悪い場合は、スタッフにその旨お話しください。

団体プログラムの利用案内 6

料金・キャンセル・その他

クラフト

オーダー型ガイド
（40 分以上） 時間 料金（すべて税抜き）

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

1時間
2時間

3時間

夜間（17時以降）の場合

6時間以上8時間まで

3,750

7,500

11,250

15,000

18,750

30,000

6,000

12,000

18,000

AM9:00 ～のお好みの時間帯

原則 10 名につきスタッフ 1名
※コース・内容により 2名以
　上必要な場合あり

左の表参照
※内容やコース、お時間によ
　って料金は異なります。

有料
プログラム

料金表

　プログラムの実施にあたり以下のような原則ルールがございます。実施前までに必ず
ご確認頂くようお願い致します。

キャンセルすることが決まった場合出来るだけ早くご連絡ください。

※オーダー型ガイド（40分以上）にお申込みの場合のみ
実施日の2日前から前日16時までのキャンセルの場合→50％お支払いいただきます。
前日16時以降から当日のキャンセルの場合→全額お支払いいただきます。

キャンセル
する場合

雨天時

荒天時の

対応

〈屋内プログラムの場合〉
「雨天のみ」の利用も可能です。ただし無料・有料プログラムに関わらず、「晴天でも利
用」される団体が優先となります。
〈屋外プログラムの場合〉
スタッフが危険と判断した場合、ご相談の上、中止もしくは変更させて頂くことがありま
す（その場合は前日までにご連絡させて頂きます）。

よくある質問

Q＆A

・木の実のクラフト：50円（税込み）
・動物こんせきストラップ：100円（税込み）
※障がい者手帳及び療育手帳、精神障害福祉手帳の交付を受けている
　心身障がい者の方は無料でご提供しております。

Q）学校団体以外でもプログラムを利用することはできますか？

　A)ご利用いただけます。ただし参加人数等に条件がありますので、直接ご相談ください。

Q）いくつかのグループに分けて活動することは可能ですか？

　A)基本的にはスタッフ1人での対応になります。日程やプログラム内容により可能な場合もあります
　　ので、まずはお問い合わせください。

Q）事前に季節ごとに見どころを知りたいです。

　A)当館のホームページに四季折々の見どころと、最新の自然情報を掲載しております。プログラム
　　に自然解説を組み込むことも可能です。ご相談ください。

料金表　※スタッフ1人あたりの金額です（2019年度付）。
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御岳山の知られざる魅力をスタッフがご紹介！
幼児から大人まで楽しめるようインタープリター
（自然解説員）がご案内いたします。

御岳ビジターセンターのプログラム
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　御岳山の自然の豊かさや特有の歴史文化が感じられる体験プログラムをご用意しています。

団体プログラムの利用案内

ビジター

センター

では

プログラム
とは

秩父多摩甲斐国立公園の

中に位置する御岳山

　私たちは、人々が地球上で暮らすことによ
る環境への負荷を軽減し、地域社会と人々の
より良い関係を築くことができ、多くの人々
が環境保全への関心が向上するとともに、持
続可能な循環型社会づくりへとつながること
を目指しています。
　御岳山でのプログラムを通じて、御岳山に
訪れる全ての人々が、安全に安心して自然や
歴史文化を楽しみ、それら資源がこの先もず
っと保全されていることを目標に活動をして
います。

　御岳ビジターセンターが行うプログラムと
は、御岳山に残る豊かな自然や歴史文化につ
いて、参加者が実感できるように組み立てら
れた自然体験活動です。
　インタープリター(自然解説員)が参加者の
年齢構成や季節、コース等を考慮して、それ
ぞれに合った内容のプログラムをご提案しま
す。
　知識を伝えるだけや楽しい遊びでは終わら
せず、「体験的に、楽しく、自ら感じとる」
ことを大切にしています。

　秩父多摩甲斐国立公園は東京の西に位置し、雲取山、川苔山、大岳山
などの山々や多摩川、奥多摩湖、鍾乳洞、多様な植物や動物、郷土景観
など35,298ha（東京都内）という広大な敷地に多彩な魅力を持った自然
公園です。
　中でも御岳山では、ツキノワグマやニホンカモシカ等の中・大型哺乳
類、清流に生息するサンショウウオ類やナガレタゴガエル、ヤマメ等を
見ることができます。また人文資源も豊かで、山内の集落などの文化的
景観や歴史ある武蔵御嶽神社などがあります。
【参考資料】東京の自然公園ビジョン、東京都、2017年5月より抜粋
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御岳山の魅力

　御岳山は東京都に位置していながら、古くからの自然、歴史・文化が残る多様な魅力を持った
場所です。そんな御岳山の魅力をここで少しだけご紹介します。

団体プログラムの利用案内

インタープリター

（自然解説員）って？

東京に残る

豊かな自然

御師集落

　秩かつてアメリカの国立公園でネイチャーガイドと呼ばれていた人た
ちが、後にインタープリターと呼ばれるようになりました。日本でも
1990年代から徐々に広がりつつあります。
　インタープリターとは自然と人の間に立ち、観察や体験などを通じて
その裏に潜む意味や私たちの暮らしとの関わりなどを伝える人のことで
す（interpret=通訳）。インタープリターが伝える対象は自然だけに留
まらず、地域文化や歴史なども対象にする場合があります。

　神域であるが故に不抜の地として残された
森林、人々の暮らしを支え利用してきた雑木
林、武蔵御嶽神社の財産としてのスギやヒノ
キの植林地などがあり、一つの山で多様な自
然環境が残されています。
　山内では、植物約650種、哺乳類約25種、鳥
類約100種、両生爬虫類約15種、昆虫類約
5,000種もの多くの生き物が暮らしています。

　山上には、江戸時代より続いている御師(
御祈祷師)の家が建ち並び、他の山とは違う
独特の景観があります。御師は、関東一円に
広がる信者(講中)が参拝する際には祈祷をお
こなったり、宿坊として信者をもてなしたり
しています。御師の宿坊はすべて武蔵御岳神
社の神職が営んでいます。昔とは違い一般の
観光客の方々も、手軽に宿泊し滞在を楽しむ
ことができます。
　今も信仰の山として多くの信者さんから崇
敬され、ご祈祷に来山される一方で、信仰の
対象であった峰々が今は登山者の憩いの場と
なり、修行者たちが修行のために歩いていた
山道は登山者が歩いています。
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プログラムの紹介

　ビジターセンターのプログラムには「無料プログラム」と「有料プログラム」があります。
お好きな組み合わせでお楽しみください。

無料
プログラム

有料
プログラム

スライドショー

レクチャー
（展示解説等）

クラフト

ガイドウォーク
（40 分未満）

オーダー型ガイド
（40 分以上）

御岳山の四季を紹介したスライドを上映します。
野外で活動する前がオススメ！

活動に合わせた内容のレクチャーを
インタープリターが行います。
「御岳山のこんな話が聞きたい！」など、
ご要望があればご相談ください。

森の中は不思議がいっぱい。年齢やご希望に合わせ
た内容で、インタープリターが森の中をご案内し
ます。

御岳山の木の実を使ったブローチづくりや御岳山
で暮らす生きものの痕跡をモチーフにしたキーホ
ルダーづくりなどを実施しています。実費として
材料費がかかります。

40分以上のガイドは有料にて承っています。武蔵
御嶽神社やロックガーデンなど、ご希望の場所・
内容・お時間に合わせてご案内いたします。

約 20 分 100 名まで

約 10 分 100 名まで

～ 40 分 20 名程度

30 ～ 60 分 70 名程度

40 分～ 原則 10 名につき
スタッフ 1 人

団体プログラムの利用案内

動物こんせきストラップ

木の実のクラフト

御岳山ならではの手づくりお土産はいかが？

散策のポイントを聞
いて

面白い発見を 2倍に！

お問い合わせから実施までの流れ
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　お問い合わせから実施までの流れをご紹介します。遠足シーズン（5月～7月、9月～11月）は
混み合うことが予想されます。お早めの予約をお勧めします。
※シーズンによってはお受けできない場合もあります。

・実施場所や内容について打合せします。

・受付（参加者人数の確認、料金のお支払い等）
　※有料プログラムをお申込みの方は、当日ビジターセンターにてお支払いをお願い致し
　　ます（領収書等が必要な方は予めお知らせください）。
・また、キャンセルの場合は、必ずビジターセンターへご連絡ください。

・電話等でお問い合わせの上、仮予約もしくは②の本予約をお済ませください。
　※受け入れ団体数に限りがござます。
・日時、行程、参加者についてお伺いします。

・必要事項をご記入の上、FAXにてビジターセンターまでお送りください。
　※必要に応じて、こちらから確認等のお電話をさせて頂きます。

①お問い合わせ・仮予約

②申込書に必要事項の記入・送付

③打合せ・下見　※必要に応じて

④最終チェック

⑤プログラム実施

⑥終了

3 か月～ 2 か月前

～ 2 か月前

～ 3 週間前

数日前～前日

当日

当日以降（1 週間以内）

ご利用前に
お願いしたい

こと

・実施日時や人数、内容等に変更がある場合はご連絡ください。
・天候による予定変更の確認

・活動後にアンケートをお渡しします。1週間以内にFAX・郵送等でご返送をお願い致しま
　す。プログラムの質的向上のためにご協力をお願い致します。

□御岳山周辺での動植物採取はお断りしております。

　プログラムの中で観察を目的に手に取ることがありますが、それ以外での採取はご遠慮くだ
　さい。
□プログラムの様子を撮影させて頂きます。

　撮影した写真は、当施設の広報チラシやホームページ、報告書等に使用する場合があります。
　ご都合の悪い場合は、スタッフにその旨お話しください。

団体プログラムの利用案内 6

料金・キャンセル・その他

クラフト

オーダー型ガイド
（40 分以上） 時間 料金（すべて税抜き）

1時間

2時間

3時間

4時間

5時間

1時間
2時間

3時間

夜間（17時以降）の場合

6時間以上8時間まで

3,750

7,500

11,250

15,000

18,750

30,000

6,000

12,000

18,000

AM9:00 ～のお好みの時間帯

原則 10 名につきスタッフ 1名
※コース・内容により 2名以
　上必要な場合あり

左の表参照
※内容やコース、お時間によ
　って料金は異なります。

有料
プログラム

料金表

　プログラムの実施にあたり以下のような原則ルールがございます。実施前までに必ず
ご確認頂くようお願い致します。

キャンセルすることが決まった場合出来るだけ早くご連絡ください。

※オーダー型ガイド（40分以上）にお申込みの場合のみ
実施日の2日前から前日16時までのキャンセルの場合→50％お支払いいただきます。
前日16時以降から当日のキャンセルの場合→全額お支払いいただきます。

キャンセル
する場合

雨天時

荒天時の

対応

〈屋内プログラムの場合〉
「雨天のみ」の利用も可能です。ただし無料・有料プログラムに関わらず、「晴天でも利
用」される団体が優先となります。
〈屋外プログラムの場合〉
スタッフが危険と判断した場合、ご相談の上、中止もしくは変更させて頂くことがありま
す（その場合は前日までにご連絡させて頂きます）。

よくある質問

Q＆A

・木の実のクラフト：50円（税込み）
・動物こんせきストラップ：100円（税込み）
※障がい者手帳及び療育手帳、精神障害福祉手帳の交付を受けている
　心身障がい者の方は無料でご提供しております。

Q）学校団体以外でもプログラムを利用することはできますか？

　A)ご利用いただけます。ただし参加人数等に条件がありますので、直接ご相談ください。

Q）いくつかのグループに分けて活動することは可能ですか？

　A)基本的にはスタッフ1人での対応になります。日程やプログラム内容により可能な場合もあります
　　ので、まずはお問い合わせください。

Q）事前に季節ごとに見どころを知りたいです。

　A)当館のホームページに四季折々の見どころと、最新の自然情報を掲載しております。プログラム
　　に自然解説を組み込むことも可能です。ご相談ください。

料金表　※スタッフ1人あたりの金額です（2019年度付）。

団体プログラムの利用案内

時 間

対応
人数

金 額

東京都御岳ビジターセンター

開館時間　9:00-16:30

休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

Tel  0428-78-9363

Mail  mitakevc@ces-net.jp

〒198-0175　東京都青梅市御岳山 38-5

〈お申込み・お問合せ先〉

JR青梅線　御嶽駅下車
バス　　  御岳駅前「ケーブル下行き」
　　　　　乗車(10分)
　　　　　終点下車
 ケーブルカー　滝本駅乗車(約6分)　
御岳山駅下車　徒歩10分

2018年4月1日より、御岳ビジターセンターの指定管理者が変わりました。
4月より株式会社　自然教育研究センター(CES)が
ビジターセンターの運営を行います。

青梅

日の出

八王子
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国
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線

16

圏
央
道御岳ビジターセンター

御岳ビジターセンターのご案内

アクセス

指定管理者
について

※このメールアドレスは、団体プログラムの
　お申込み・お問合せのためのアドレスになります。

　御岳ビジターセンターは、御岳山上の御師集落の中にあ
るビジターセンターです。インタープリター(自然解説員)
が常駐しており、御岳山に関する自然や登山道などの情報
発信を行っています。
　館内には、御岳山の自然や歴史・文化についてを楽しく
遊びながら
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