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   ラフォーレホテルズ＆リゾーツ 夏休み特別企画第１弾 

ラフォーレ冒険王国 

～ 自然を愉しみ、自然を学ぶ 夏季アクティビティ満載～ 

 
 
 

 

 ラフォーレ冒険王国 

 

レッツゴー！ 

ホンモノの山や森へ！ 
ちいさな冒険家に笑顔がキラキラ 

 

森観光トラスト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：島元宏志）

が運営するラフォーレホテルズ＆リゾーツでは、この夏、リゾートでの滞在を

より楽しく過ごしていただくために、ラフォーレ各ホテルの立地を活かした自

然体験プログラムをご用意する「ラフォーレ冒険王国」を展開いたします。 

ちいさなキッズたちに向けて、大自然と触れ合い、その魅力を知るとともに

環境について楽しく体験できるプログラムを、ラフォーレ各ホテルで開催して

まいります。ラフォーレにあるのは山も森も木も生き物もみんなホンモノ。都

会では出会うことができない、自然の音や香り、触った感覚など、五感を通し

て体いっぱいに自然を感じていただけます。 

 

◆プログラム概要  

「～大地先生と学ぶ～ラフォーレ冒険王国」 

 

 大地先生：ラフォーレ冒険王国での自然体験や学びのナビゲー   

ターをしてくれるラフォーレのキャラクター。 

ラフォーレのフィールドである森、山、湖畔、 

海は、すべて大地先生の一部なのです。 

 

◆開催期間  

 2008 年 7 月 18 日（金）～8 月 31 日（日） 

※プログラムにより開催期間が異なります。 

 

◆開催ホテル 

・ラフォーレ修善寺       ・ラフォーレ山中湖 

・ラフォーレ伊東         ・ラフォーレ那須 

・ラフォーレ琵琶湖       ・ラフォーレ南紀白浜 

・ラフォーレ倶楽部 ホテル白馬八方 

・ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ 

 

 

 

 

大 地 先 生  



  

◆プログラム一例 

 【～Daily Farmer～  今日から僕も酪農家!? ぼくたち、もうもう探検隊】 

酪農家のお宅へ訪問し、牛の世話のお手伝いをします。牛

の心音を聴いたり、子牛にミルクをあげたり、観光牧場で

は味わえない、ホンモノの自然体験通じて、動物との関わ

りを学べます。 

 

   開催ホテル：ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ  

期 間： 2008 年 7 月 20 日～ 8 月 11 日、 8 月 17 日～ 8 月 31 日  

時 間： 5： 00～ 8： 00 

定 員： 8 名様  

参 加 費：大人  2,500～ 3,000 円  お子様  2,000～ 2,500 円  

お 問 合 せ：ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ  0224-35-3111 

          ※ 前日 20： 00 までにご予約ください。  

※牛さんの都合により変更・中止となる場合がございます。  

          

 【森ってすごくいい香り  初めてのアロマセラピー】 

ラフォーレ修善寺内の森に生息するクロモジという木を題材

にしたアロマセラピー入門。実際にクロモジを採りに行き、

皮を削り、蒸留して化粧水にもなるフローラルウォーターと、

自分の好きな香りと天城の天然水でオリジナルミストを作り

ます。修善寺の自然から作る森の香りをお楽しみいただけま

す。 

 

   開催ホテル：総合リゾートホテル  ラフォーレ修善寺  

期 間： 2008 年 7 月 25 日～ 8 月 24 日  

時 間： 14： 00～ 15： 30 

定 員： 15 名様  

参 加 費： 1 名様  1,500 円  

お 問 合 せ：総合リゾートホテル  ラフォーレ修善寺  0558-72-3311 

          ※ 事前予約、当日予約とも可能です。 

          

【プラネタリウム キッズ解説員  ～今日から君も星のお兄さんになれる～】 

独自の感覚で「笑い」を追及し、爆笑星座解説で人気の「星

のお兄さん」に学ぶ星の世界。実際にプラネタリウムの投影

機を動かしながら、星空解説のストーリーを子どもたちに完

成させてもらいます。 

 

   開催ホテル：総合リゾートホテル  ラフォーレ琵琶湖  

期 間： 2008 年 7 月 18 日、 25 日、 8 月 1 日、 15 日、 20 日、 29 日（金）  

時 間： 20： 00～ 21： 30 

定 員： 50 名様  

参 加 費：大人  1,000 円  お子様（ 4 才～中学生） 1,200 円  

お 問 合 せ：総合リゾートホテル  ラフォーレ琵琶湖  0120-585-660 

          ※ 事前予約、当日予約とも可能です。  

          

 ※定員になり次第締め切らせていただきます。※その他のプログラムについては別紙参照。  

 ※アクティビティはご宿泊の方対象となります。（琵琶湖を除く）  

 ※アクティビティの日程・内容は天候などにより変更・中止となる場合がございます。  

 



  

◆森観光トラスト株式会社  会社概要 

 本 社：東京都港区虎ノ門 2-3-17 虎ノ門 2 丁目タワー 

 代 表：取締役社長  島元 宏志 

 主な事業：総合リゾートホテル・シティホテルの運営 

      ゴルフ場・テニス場関連事業  

      ブライダル関連事業 

 運営施設：リゾートホテル 10 ヵ所 

ゴルフ場 2 コース 

シティホテル 2 ヶ所 

 

森観光トラスト㈱は、外資系ホテルであるコンラッド東京やヨコハマ グラン

ド インターコンチネンタル ホテル、日本の名門ホテルである万平ホテルへ

の資本・経営参加、運営事業など、日本有数規模のホテル事業者として多様

な展開をする森トラストグループの一員です。全国各地 13 ヶ所にリゾートホ

テルとシティホテルを展開すると同時に、それらのホテルを拠点とした日本

初の法人会員制倶楽部「ラフォーレ倶楽部」を運営しています。 

 

 

 
 

■  本件に関するお問合せ先   

 

ラフォーレホテルズ＆リゾーツ  広報担当  北村
き た む ら

、菊地
き く ち

 

〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 2-3-17 虎ノ門２丁目タワー７階    

TEL:03-5511-2943 FAX:03-5511-2953 Mail:public@laforet.co.jp 

 

  ラフォーレホテルズ＆リゾーツ ホームページ   

http://www.laforet.co.jp   



※アクティビティの日程・内容は天候などにより変更・中止となる場合がございます。

遊びジャンル イベント名 日程 お客様からのお問合せ先

山・森 ～夜の森と闇夜を体験～ゴルフ場ナイトツアー 7/25～8/24

山・森 里山へ行こう！昆虫探検ツアー 7/19～8/10

山・森 森ってすごくいい香り　初めてアロマセラピー 7/25～8/24

山・森 森のクラフトコーナー 7/19～8/31

山・森 キャンドルの楽しみを学ぼう 7/25～8/24

山・森 ネイチャーエクスプロアリング 7/26～8/24

山・森 トレジャーハンティング＜キング･シードを探せ＞ 7/26～8/24

山・森 ゴルフ場夕涼みツアー 7/22～8/31

遊びジャンル イベント名 日程 お客様からのお問合せ先

海・水 イルカ触れ合いコース 通年

海・水 スターオーシャンヒーリングツアー 7/19～8/31

海・水 シーカヤック体験 ～10/31

海・水 漁船に乗って漁業体験 7/19～8/31

山・森 昆虫探偵クラブ 7/19～8/20

遊びジャンル イベント名 日程 お客様からのお問合せ先

山・森 虫虫ウォッチング 7/27、8/31

山・森 お父さんのためのキャンプ教室 8/8、8/26、9/15

山・森 ナイトハイク 7/28、8/16、9/14

遊びジャンル イベント名 日程 お客様からのお問合せ先

山・森 野鳥観察　～もりの散歩～ 7/19～9/1

山・森 乗馬体験　～馬の背に揺られて～ 7/18～9/30

山・森 パラグライダー体験　～大空をTAIKAN～ 7/18～9/30

遊びジャンル イベント名 日程 お客様からのお問合せ先

山・森 ～Daily Farmer～　今日から僕も酪農家！？ぼくたち、もうもう探検隊 7/20～8/11、8/17～8/31

山・森 野鳥の森を歩く ～10/31

山・森 星空散歩　～鑑賞会～ 7/26、7/27、8/2、8/3、8/9、8/10

遊びジャンル イベント名 日程 お客様からのお問合せ先

海・水 リバーアスレチック シャワーウォーキング 7/19～9/7

海・水 夜の湖畔探検　湖上ホタルツアー 7/25～8/23

海・水 湖畔探検 ラフトピクニック 7/19～8/31、9/6～10/12の土・日・祝日、
10/18～10/26

山・森 浮遊体験 熱気球の係留 ～7/13の日曜、7/20～8/31、
9/7～11/3の日・祝日

海・水 急流川下り ラフティング ～11/3

山・森 森のフィールドアスレチック　～白馬EXアドベンチャー～ ～11月中旬

遊びジャンル イベント名 日程 お客様からのお問合せ先

山・森 プラネタリウム キッズ解説員　～今日から君も星のお兄さんになれる～ 7/18、7/25、8/1、8/15、8/20、8/29

山・森 STAR LIGHT LIVE 　星のお兄さんプラネタリウムショー 毎週土曜日

海・水 日本一大きな琵琶湖をカヌーで湖上散歩 7/21、7/27～8/1、8/3～8/7、8/17～8/24

山・森 ネイチャーウォッチング 7/18～8/24

遊びジャンル イベント名 日程 お客様からのお問合せ先

海・水 秘密の無人島（！？）＆プライベートビーチでワクワクドキドキ体験 7/18～8/30

海・水 優雅な田辺湾～太平洋クルーズ～ 7/18～8/30

海・水 気分爽快！水上バイク体験クルーズ 7/18～8/30

海・水 お手軽水中散歩！シュノーケリング 7/18～8/30

海・水 初めての水中世界へワクワクドキドキ体験 7/18～8/30

リゾートホテル
ラフォーレ南紀白浜

0739-43-8000

総合リゾートホテル
ラフォーレ琵琶湖

0120-585-660

ラフォーレ倶楽部
ホテル白馬八方

0261-72-3511

ラフォーレ蔵王
リゾート＆スパ

0224-35-3111

ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ

ラフォーレ倶楽部 ホテル白馬八方

総合リゾートホテル ラフォーレ琵琶湖

リゾートホテル ラフォーレ南紀白浜

リゾートホテル
ラフォーレ那須

0287-76-1811

リゾートホテル
ラフォーレ山中湖

0555-65-9611

リゾートホテル
ラフォーレ伊東

0557-37-3133

ラフォーレ冒険王国　プログラム一覧

総合リゾートホテル
ラフォーレ修善寺

0558-72-3311

総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺

リゾートホテル ラフォーレ伊東

リゾートホテル ラフォーレ山中湖

リゾートホテル ラフォーレ那須



ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ 
【～Daily Farmer～ 今日から僕も酪農家！？ぼくたち、もうもう探検隊】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺 
【森ってすごくいい香り 初めてのアロマセラピー】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総合リゾートホテル ラフォーレ琵琶湖 
【プラネタリウム キッズ解説員 ～今日から君も星のお兄さんになれる～】 

 


