神奈川県大井町にある未病改善の拠点施設

マルシェ内

BIOTOPIA
（ビオトピア）とは
「BIO」
（いのち輝く社会の実現）
と
「UTOPIA」
（未病改善の取り組みを実現する理想的な里）
を表しています
me-byo valley
（未病バレー）
という言葉には 神奈川県西地域全体から未病改善を
「集積」
「創造」
「発信」
し 健康な社会を実現するための場所にしていきたいという思いを込めました
BIOTOPIA（ビオトピア）
では自然の恵みが集まる
「食」 身体を整える
「運動」 五感を開放する「癒し」
これらをコンセプトに子供から大人まで全世代が楽しく
「未病の改善」体験ができます
様々なワークショップを毎月開催

be Well
食

be Active
運動

be Free
癒し

マルシェ内 特産物コーナー

オフィス

森のみち
森林セラピー

office

ショートコース
ミドルコース
ロングコース

マルシェ
marché

電動サイクル レンタル

アリーナ
arena

森のみち
The Way

office
DOG RUN
marché

アリーナ

DOG RUN
DOG EATS
&KIOSK

arena

マルシェ内 生鮮コーナー

フィールド
field

予約制

自然に触れ五感を開放

富士山、
箱根、
丹沢、
相模湾、
足柄平野を望みます

南北に約3キロ 面積は60ヘクタール（東京ドーム13個分）の
広大な敷地は自然環境に恵まれています

こんもりとした丘にはたくさんの樹木や草花があり、
野鳥がいます

フレンチレストラン

「未病（ME-BYO ）」とは？
健康

未病の改善

未病

病気

人の健康状態はここまでが健康で、ここから病気と明確に分けられ
ま せ ん 。健 康 と 病 気 の 間 を 連 続 的 に 変 化 し て い る 状 態 を「 未 病
（ME-BYO ）」といいます。
普段の生活 の 中 で「 心 身 の 状 態 を 知 り 」
（＝未病を見える化）、
「心身のバランスを整えて、より健康な状態に
近づけていく」
（＝未病を改善する）ことが大切です。

芝生に囲まれた大きな窓の明るく開放的な建物BIOTOPIA marché
この場所には未病の改善に繋がる様々なモノ・コトがつまっています

※定休日／年末年始

日本酒

伝統的工芸品

ワイン・輸入品

me-byo エクスプラザ
特産品

発酵・自然食品

野菜・果物

ブルックス商品

アロマティックビューティ

リフレッシュフォレスト

マルシェ marché

9：30 - 16：00

※写真は イメージです

10：00 - 17：00

神奈川県が運営する体験型施設。
未病を知り、楽しみながらライフスタイルを見直す
「気づき」と「きっかけ」を得ることができます。
【休館日】
•毎週月曜日（但し、国民の祝日の場合は開館）
•国民の祝日の翌日（但し、土日祝の場合は開館）
•年末年始（12/29〜1/3）
•上記に関わらず、7/20〜8/31（夏休み期間）は
休まず開館。

「カラダとココロに優しく」をテーマに、新鮮な自然の恵みの地元特産物、生産者が心を込めて作った食材、オーガニック商品
を探し出し、心から「美味しい」と感動した商品をお客様へご提供させていただきます。

和食レストラン「瑞穂ノ里」

フレンチレストラン「Café

11：00 - 16：00

カフェ10：00 - 16：00

最終入店 15：00 L.O 15：30

Saint-Jacques」

ランチ11：30〜14：00

ドッグラン（各種）
9：30 - 16：00

ペットグッズショップ

DOG EATS&KIOSK

9：30 - 16：00

定休日 / 月・火・木・年末年始

poppy&dolly

地元食材を使ったビュッフェスタイルの和食レスト 「フランス国家最優秀職人章（M.O.F.）」受賞歴を 人間だけではなくペットの未病の改善も考え、わん
ラン。自分の体調に合わせて食材を選べる「お鍋」が 持つシェフが監修。地元食材を生かしたデリやパン、 ちゃんが楽しくリフレッシュする運動スペースや
グッズを用意しています。
コーヒーなどのメニューを堪能できます。
楽しめます。

幸修園カフェ

幸修園

10：00 - 16：00

9：30 - 16：00

キッチンスタジオ

ガーデニングショップ

予約制

レドアベール

観葉植物を中心にハーブなど取り揃えています。
植物のある生活で暮らしに彩りを。
※写真は 一部イメージです

9：3 0 - 16：00

【営業時間】

ワンちゃん専用のカフェ。カラダにやさしいカフェ
メニュー、今話題のジビエ、パフェシリーズ、アウト
ドアグッズなどをご用意しています。

森林セラピー®

Les Doigts Verts

9：30 - 16：00

日本茶、
和の雑貨を販売。店内では和スイーツ、地酒、 未病の改善に役立つ料理教室や、食品選びに関する
講座、各種イベントを行います。料理の撮影設備も
軽食なども楽しめるカフェバーです。
完備している発信型キッチンです。

11：00 - 16：00

【 定休日 】年末年始
【アクセス情報】

予約制

はるか昔の地殻変動痕跡である神奈川県大井町
にある“こゆるぎ丘陵”。
その端にある、湧水豊かな縄文台地の森を歩く
のがBIOTOPIAの森林セラピー ロードです。
日本武尊の祠や縄文遺跡で悠久の時を感じたり
瑞々しい竹林や銀杏並木の見事な黄葉で季節を
堪能したり、富士山・箱根山・相模灘の雄大な眺望を
楽しんだり。
そこにはゆったりとした癒しの時が流れています。

〒258-0015

神奈川県足柄上郡大井町山田 300
◆鉄道をご利用の方

新宿駅から約90分 ＞小田急線快速急行・急行「新松田駅」
＞「未病バレー BIOTOPIA」バス停下車

東京駅から約70分 ＞ 新幹線「小田原駅」＞ 小田急線
「新松田駅」＞「未病バレー BIOTOPIA」バス停下車
＊新松田駅北口 富士急湘南バス1番のりば
「未病バレー BIOTOPIA」行き

0465-85-1120

BIOTOPIAオフィス ℡0465-85-1113
株式会社ブルックスホールディングス
未病バレー「ビオトピア」
詳しくはWEBで

◆お車をご利用の方

○ 東名高速道路「東京 IC」から「大井松田 IC」を下りて
＞ 国道 255 号線「坊村」交差点を曲がる 約

マルシェ連絡先

55 分

＊無料大型駐車場 約400台 9:30-17:30

www.biotopia.jp
この事業は、
神奈川県、
㈱ブルックスホールディングス、
大井町が連携し、
推進しています。
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