


3 年前に近くの海辺にオープンしたグループ店のマリンリゾート MARINEQ のテーマは
「忘れられない時間をあなたに」日々の仕事や生活で溜まったストレスを自然の中で思

いっきり遊んで発散して、また日常生活に戻って辛い事があっても MARINEQ で過ごし
た時間を思い出して頑張ってほしい。そんな思いを込めて施設を作り、誰でも気軽に
来れるリーズナブルな料金と楽しいコンテンツの多さで大ブレイクしました。
今回は MARINEQ の山版という事で、沢山の人に忘れられない時間を提供出来るよう
に沢山のコンテンツを作ります。

忘れられない時間をあなたに
GIVE YOU AN UNFORGETTABLE TIME

ABOUT MOUNTQ

2023年5月 和歌山県御坊市に

複合型アドベンチャーリゾート
MOUNTQがオープン!

MOUNTQ
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管理棟のカフェを中心に BBQ、グランピング、オートキャンプ場、プール、露天風呂、アスレチック、バギー
コース、サバゲー、ボートハウスなど一日思いっきり遊べる施設を目指します。

2 万坪の広大な

敷地を大冒険！
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スタンダードBBQプラン 　3,800円

池のほとりでゆったりと四季を楽しむ

森のカフェ & 手ぶらでBBQ

MOUNTQ には「アニマルポイン
ト」と呼ばれるゾーンが各所あり、
自由に生活する動物を放牧してお
ります。
のびのび生活する動物たちを眺
め癒されてください♪
※人間の食べ物は与えないでくだ
さい。※追いかけたり、大きな声
で驚かしたりなど、動物の嫌がる
行為は禁止です。

湖畔では動物がのんびりタイム

Forest Cafe & BBQ

MOUNTQ の入り口でもある「森のカフェ」では系列店
舗「MARINEQ」の人気メニューをご用意。 
レイクビューの静かな空間で季節の景色を眺めながら
のんびりカフェタイムが楽しめます。
カフェに併設された広大なウットデッキは「グランピン
グ BBQ」スペース◎ 大自然の中で味わう BBQ は満足
間違いなし。もちろん準備も食材も不要です。ファミ
リーで、仲間で、思いっきり楽しもう！

MOUNTQ
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各種レジャー、キャンプ場の受付も森のカフェです

飲み放題オプション フード持ち込み オプション

【肉】ザブトン、中落ちカルビ、豚トロ、ウインナー、チキンステーキ（肉合計 300g）
【野菜・その他】焼き野菜（キャベツ・玉ねぎ・とうもろこし）、焼きマシュマロ
【BBQ備品】BBQ コンロ・網・炭・トング・焼肉のたれ・箸

全て税別価格

●追加お肉250g  2,000円 ●ハーブフランク2本 700円
●ウインナー6本 500円 ●サーロインステーキ250g 2,500円
●いか一夜干し 700円 ●干物1匹 700円

● BBQ 限定！飲み放題プラン 120 分 2,500 円
●ソフトドリンク飲み放題 120 分 1,200 円

フード持ち込み ＋ 1,000 円
※カフェ・BBQ エリアへのドリンクの持ち込みは全面禁止とさせていただいてます。

スタンダードプランに以下をプラスした大満足BBQ!
+ ジャンボハーブフランクフルト
+ サーロインステーキ 150g

M E N U

プレミアムBBQプラン　5,500円 

追加メニュー

ボリューム満点！
自然の中での

BBQ を楽しもう

●鯖フィレ （半身） 500円 ●ほっけ開き 700円
●焼きおにぎり2個 500円 ●数量限定！殻付き牡蠣 1個 100円
●地元水揚げ！伊勢海老グラム売り100g 900円

自分たちで食材・飲み物を用意して BBQ を楽しみたい方は「デイキャンプ」でフリーサイトレンタルがおすすめ ! 詳しくは P06
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鍵付きの柵があるので安心です！

プライベートドッグラン付きなのでリードを外して自由に走り回れます。

隣と分離されてる区画サイトなら静かに過ごせます。

柵付きで安心です！

知らない人がテントに入ってこないか心配

ペットも自由に走り回らせてあげたい

隣がうるさくてゆっくり過ごせない

野生動物が怖い

camp site

ドッグラン（1匹）

プライベートな区画サイト or わいわいフリーサイト

選べるキャンプ場
フリーサイト横にはイベント
広場とドックランを併設！
イベント広 場では、アー
ティストによるライブやパ
フォーマンスなどを開催予
定です。詳細はホームペー
ジやインスタグラムでご確
認ください。

広々フリーサイトはワイワイ楽しい！
イベント広場 & ドックラン

区画サイトは全サイト鍵付き
静かな環境 ＆ プライベートドックラン

キャンプ慣れしていない方は、見知らぬ人の中で過ご
す状況が落ち着かない方もいますよね。そういった点
では、「区画サイト」は使用できるスペースが仕切られ
ているのでプライベートを保たれ安心です。

「フリーサイト」は基本的にはスペースに制限がないた
め、どんなレイアウトも自由自在。テントやタープを
数張組み合わせれば、大人数のキャンプでものびのび
と過ごせる広いサイトが作れます！ 区画かフリー、ど
ちらが合うかはあなたのキャンプスタイル次第！

MOUNTQ
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区画サイトのみアニマルレンタル・宿泊 可能
※アニマルレンタル料金はP14をご覧下さい

●1泊 平日4,000円／土日6,000円 ※プライベートドッグラン付

...

60 分 …… 平日 800 円／土日祝 1,200 円
180 分 … 平日 1,600 円／土日祝 2,400 円

●1泊　平日2,000円／ 土日祝3,000円
●デイキャンプ　平日1,000円／土日祝2,000円

●＋施設使用料  大人700円／小人500円 （6才〜12才）
【①〜⑤の方は施設利用料無料】①5才以下の子供 

②障害者手帳提示 ③6ヶ月以内の心療内科の診断書提示
④生活保護受給者証 ⑤70才以上の高齢者身分証

【受付 森のカフェ】 チェックイン12:00〜／チェックアウト 10:00

M E N U

M E N U

区画キャンプサイト（1区画）

フリーキャンプサイト（テント1張）

＼キャンプ初心者さんも安心！／

道具一式フルレンタル！
手ぶらでOK！フルレンタルプランをご用意。
使い方などスタッフがレクチャーします！
フルレンタルセットの詳しい内容は

privatefree site

ソロキャン＆
女性グループも

安心！

＼自由に焚き火&BBQ ／

フリーデイキャンプ OK!
フリーキャンプサイトでBBQ、焚き火、
昼寝もOK!  日帰りBBQやイベントなど
におすすめ！

P15

P14
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Cafe & Bath & Pool

絶景露天風呂

ロックカフェでは自由に遊ぶ動物たちを
眺めながら温泉やプール、カフェタイムを過ごすことができます。

MOUNTQに住む動物たちの一部を紹介♪

絶景！大自然の展望を楽しむ!

ロックカフェ&絶景温泉とプール
MOUNTQ の中腹、切り立った岩肌の上にある「ロック
カフェ」。湖畔の景色を楽しむ「森のカフェ」とは対照
的に、絶景を眺め、開放的な大自然の中で食事やカフェ
タイムを楽しむことができる（お食事・ドリンクメニュー
は森のカフェと同じ）。
また、 広々としたウットデッキの上にはなんとプール！ 
さらにはプライベート露天風呂があり、MOUNTQ なら
ではの様々な楽しみ方ができる。さらにアニマルポイ
ントでもあるのでウットデッキからは動物たちを眺め
ることも◎ 大人も子どもも楽しみながら癒されるおす
すめスポット！

MOUNTQ
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お 1 人様…平日 700 円／土日祝 1,000 円

お 1 人様…平日 1,000 円／土日祝 1,500 円

お 1 人様…平日 1,200 円／土日祝 1,800 円

混雑時はご予約優先です。お電話、またはメールに
てお問い合わせください。

M E N U

絶景プール

絶景共通チケット （プール&風呂）

芝犬 モルモット うさぎ

リクガメ

アヒル

shibainu guinea pig rabbit

tortoise

duck

ワラビー やぎ ひつじ

wallaby goat sheep

カフェで見られる動物たち

Musha!
  Piu Pui!

Suya
　Suya..

Asobo!!

山の中の絶景
スポットで

プール＆お風呂！

Kawaii

おいしいフード

& スイーツ
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Adventure buggyDome tent glamping

アドベンチャーバギーひつじと泊まれるグランピング

湖畔を楽しむプライベートコテージ

ひつじと泊まれるグランピング
四輪バギーで、広大な森の中を大冒険！

アドベンチャーバギー
湖に囲まれた幻想的な立地にドームテントグランピン
グ施設を三棟建築予定。
自然あふれる景観と湖畔で過ごす贅沢な時間で日頃
の喧騒を忘れてリフレッシュできる。また、敷地には
柵があるので、愛犬との利用も可能◎ デッキ備え付け
のグリルで焼き上げる BBQ は、食材の準備や片づけ
も全ておまかせで至れり尽くせり！ 四季折々の風景を
眺めながら身も心もゆったりリラックスして過ごしてほ
しい。

生い茂った森の中や自然の地形を活かした MOUNTQ
オリジナルコースを作成！ 
アップダウンに富んだコースをパワフルに走り回り、爽
快感を味わえます。未経験者もスタッフが丁寧にレク
チャーするので安心安全。ファミリーやカップルにお
すすめ。アウトドア派のおでかけにぴったり◎
豊かな自然や大地の起伏をダイレクトに感じ、四輪バ
ギーでトレッキングを楽しもう。
家族と、仲間と、友達と、恋人と ... 今まで経験したこ
とのない興奮と感動の大冒険を。

MOUNTQ
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15分…1人乗り(お子様同乗可能) 
 平日2,000円／土日祝2,500円
30分…1人乗り(お子様同乗可能) 
 平日3,000円／土日祝3,500円

1泊4名様 （お1人様の料金）
4月〜10月　平日18,000／休前日28,000円
11月〜3月　平日14,300円／休前日 19,000円

参加資格 18歳以上 （要普通自動車免許）
※普通自動車免許をお持ちでない方はご利用いただけません。

混雑時はご予約優先です。お電話、またはメールにて
お問い合わせください。

M E N UM E N U

アニマルレンタル・宿泊 可能
※アニマルレンタル料金はP14をご覧下さい

めちゃくちゃ
楽しい！！

全棟柵あり
プライベート

ドックランOK!

P14
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管理棟には山遊びや DIY に精通したスペシャリストが！山遊びのお手伝いを致しま
す。キャンプ飯を一緒に作ったり、ＤＩＹの基本を学んだりやれることがどんどん
広がっていきアウトドアライフが楽しくなります。コミニティールームではドリーマー
ビレッジの住人同士で料理を持ち合いお酒を飲みながら語り合う事も出来ます。

プロにお任せ！ 建築オプションもご用意　♦︎タイニーハウス 150 万円〜 ♦︎ウッドデッキ 10
万円〜 ♦︎ DIY 小屋 50 万円〜 ♦︎コンテナハウス 60 万円〜 ♦︎トレーラーハウス 100 万円〜

専用スペースなので予約不要で 24
時間 365 日利用できます。

100 平 米 (30 坪 ) の広 い 敷 地 を自
由に使用できます！

敷地内に道具小屋建設すれば、荷
物や道具の収納ができます。手ぶら
でキャンプも実現可能です！

場所が変わることが無いので迷うこ
とはありません◎

山のスペシャリストがお手伝い

予約が取れない 横が近すぎてうるさい

荷物の積み下ろしが大変 場所が分からない

キャンプ場の
デメリット全て解決！

Sabsk Campground

ウッドデッキや

小さな小屋も！

焚き火台やピザ釜作ったり

いつでも好きな時に予約なしで行けて自分だけの時間を
過ごせる日本初のサブスクキャンプ場をオープン！100
平米 (30 坪 ) の広い敷地を年間通して使用出来るので、
ウッドデッキを引いたりコンテナ置をいたり自分だけの空
間を自由に作る事が出来ます。小さい頃友達と作った秘
密基地…自分達だけの空間はそこにいるだけでワクワク
が止まりませんよね。焚き火台やピザ釜を作ったり、オ
プションでウッドデッキや小さな小屋を格安で製作する
事も出来たり、キャンプ道具も置いておけるので積込や
設営の手間がいりません。管理棟にはトイレ、シャワー、
炊事場、コミュニティールームを完備。いつでも使用可能!

使い放題！アウトドアをもっと自由に

日本初！サブスクキャンプ場
MOUNTQ
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まるで
大人の

秘密基地！

※契約者以外侵入禁止エリアですので、ご見学希望の方は HP より事前予約を承っております。お気軽にお申し付けください。

100平米(30坪) サブスクキャンプ（1年間）

契約時保証金　50万円（解約時 25万円返金） 
年間使用料　48万円（月額使用料3万円+施設管理費1万円）

M E N U

会社で所有すれば節税＆社員の福利厚生にも使うこ
とも◎ 都会を離れて一晩秘密基地で一緒に過ごせ
ば仲間意識が生まれてコミニケーション効果もバッ
チリ！(求人広告に山に秘密基地所有と書けます)

会社の節税＆福利厚生利用もOK

24時間365日

荷物収納OK

100平米(30坪)

場所固定

利用OK

手ぶらでDIY別荘

自由に使ってOK

自分だけのマイエリア



手ぶらで簡単にキャンプ!

レンタルキャンプグッツ
動物と自然を楽しむ

アニマルコーナー

MOUNTQ
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キャンプ初心者さんにもお勧め、キャンプセット・テントなどのアウトドア用品レンタル。
初めてのキャンプを手軽に楽しみたい人、年に数回程度しかキャンプに行かない人にもオススメ !

アニマル触れ合いブース＆アニマルレンタル！ 日本初！動物と泊まれるキャンプ場

テント 2,000円〜

BBQコンロ 1,500円〜

クーラーBOX 500円〜

シェラフ 1,000円〜

焚き火台 1,000円〜

ドラム缶風呂 3,000円

ハンモック 1,000円

ランタン 500円〜

クッキングセット 2,000円〜

包丁、まな板、なべ、フライパン、
調味料セット

水、薪
1 回分付

炭付き

1泊2日 

FULL 
SET

FULL 
SET

FULL 
SET

FULL 
SET

FULL 
SET

手ぶらOK! キャンプフルセット 7,000円

アニマルレンタル

触れ合いブース

1時間 1,000円／3時間 2,500円／12時間 7,000円／24時間 11,000円

1回1人 700円

ウサギ／ヤギ／羊／ワラビー／コールダック／モルモット／リクガメ／ふくろう
ハリネズミ／モモンガ／チンチラ／ミニブタ

触れ合い可能アニマル　

ウサギ／ヤギ／羊／コールダック／犬レンタル可能アニマル　

アニマルレンタルマーク…自分のサイト内に連れて帰ることができます。
※レンタルは要予約 事前にご連絡ください ※動物の体調によりレンタルを中止する場合もございます。ご了承ください。

下記の方は無料となります特別無料招待
● 5才以下の子供 　 ● 6ヶ月以内の心療内科の診断書提示
●  障害者手帳提示　● 生活保護受給者証　● 70才以上の高齢者身分証
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大迫力キャンプファイアー

マス釣り

星空テラス

♦︎料金 10段キャンプファイヤー　15,000円
 20段キャンプファイヤー　25,000円

♦︎料金
餌、竿レンタル無料
釣り上げた魚 100g／円で買取りいただきます
持ち帰り 100g 250円
調理込み 100g 400円（塩焼き、唐揚げ）

季節によって海へと沈む夕日を、そして夜には満天の星
空を望むことができる絶景スポット。
天空のマッサージを実装予定！

NEXT
SPOT

アスレチック、サバゲーを今後展開予定！
♦︎ボートハウス♦︎空中ブランコ ♦︎ターザン飛
び込み ...等々。新スポット建築計画も同時進
行中! いつ来ても新しい冒険をお届けします！

続々新スポット計画中！

大人も子どももワクワクが止まらない！

その他にも楽しみがいっぱい！
MOUNTQ

ＭＯＵＮＴＱの魅力の一つが御坊市内から車で 10 分ほどと近いながらも
周りに建物が一切なく故郷を思い出させるロケーションです。
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