
動物のお世話から、学び、感じる！

○ジャージー牛の乳搾り〔牛乳の試飲ができます！〕

→牛からミルクを手搾りできる体験です。

☆３０分程度／１０名グループ／１，２００円（お一人）
※屋内で 実施い たしま す。汚 れても 良い服 装でお 越しく ださい 。

※動物の 体調に より急 遽中止 する場 合があ ります 。

○ファームヘルパー
→動物たちへの給餌や寝床の清掃、ブラッシング等々、本格

的な酪農実習体験。

☆９０分程度／１０名グループ／３，２００円（お一人）
※屋外で の活動 になり ますの で、雨 具・防 寒着等 お持ち くださ い。

※軍手・ 外靴に 被せる ビニー ル袋を 用意し ており ます。 ただし 、

動物にふれあい、癒される！

○エサやり

→動物たちにエサをあげることができます。
☆３０分程度／人数制限なし（自由行動）／一袋：１００円

※屋外で の活動 になり ますの で、雨 具・防 寒着等 お持ち くださ い。

※天候お よび動 物の体 調によ り急遽 中止す る場合 があり ます。

牧場の牛乳を使っておいしく食べる！

ふ れ あ い 体 験

食 品 加 工 体 験

フ ァ ー ム 体 験

汚れても 良い服 装でお 越しく ださい 。

※天候お よび動 物の体 調によ り急遽 中止す る場合 があり ます。

○動物ガイド＆エサやり
→動物たちの飼育方法や特徴、食育に関してガイドいたしま

す。終了後にはお気入りの動物にエサやりができます。

☆４５分程度／４０名グループ／１，６００円（お一人）
※屋外で の活動 になり ますの で、雨 具・防 寒着等 お持ち くださ い。

※天候お よび動 物の体 調によ り急遽 中止す る場合 があり ます。

○バター ○チーズ ○生キャラメル

○アイスクリーム ○ミルクジャム

☆４５分程度／１２０名まで／各１，２００円（お一人）
※室内（レストラン別館）で実施いたしますので、雨天時体験可能です。

※時間は あくま で目安 です。 個々の 出来に より多 少前後 いたし ます 。

※場合に より上 手く出 来ない ことも ありま す。予 めご了 承くだ さい 。

世界に一つだけの作品を作る！

○羊毛人形 ○羊毛ストラップ

ク ラ フ ト 体 験

北海道の自然でのんびり過ごす！

施設内散策（無料）

★人数やご予算、ご要望に応じて、団体（１０名～２００名）
の体験プログラムをコーディネートいたします。また、各種
イベント（引き馬、馬車・馬ソリ、移動動物園等）の出張サ
ービスもしております。お気軽にお問い合わせください。

★「ファームレストラン千代田」では、自社生産の牛肉を使っ

○羊毛貼り絵

☆６０分程度／１２０名まで／各１，２００円（お一人）
※室内（レストラン別館）で実施いたしますので、雨天時体験可能です。

※時間は あくま で目安 です。 個々の 出来に より多 少前後 いたし ます 。

○千代田の丘見晴らし台コース
→展望台から正面に大雪山を一望できます 。往復３０分程度

○水沢ダムコース
→ダム周辺の遊歩道を巡ります。 往復４０分程度

※屋外に なりま すので 、雨具 、防寒 着等の 服装で お越し くださ い。

※ガイド は付き ません 。時間 調整に 散策し てみて はいか がです か？

北海道美瑛のおいしい農産物を収穫！

○トウモロコシ（９月上旬～９月下旬）

○ジャガイモ（９月上旬～１０月上旬）

○その他の農作物（時期による。要相談）

農 業 体 験

た食事ができます。レストラン別館は１２０名を収容。団体
用の昼食メニューもありますので、お気軽にご相談ください。

☆酪農教育ファーム認定牧場（中央酪農会議）

★第１種動物取扱業（展示）登録牧場（上川総合振興局）

改定

≪ご予約・お問い合わせ≫ ９時～１７時まで

ファームズ千代田 ふれあい牧場
北海道上川郡美瑛町春日台４２２１番地

Ｔ Ｅ Ｌ ：
：０１６６ ９２ １７１２
： ＠

※２週間前までの予約と打ち合わせが必要になります。

委託： 法人青少年体験活動サポートセンター

☆６０分程度／１００名まで／各１，６００円（お一人）
※屋外で の活動 になり ますの で、防 寒着等 お持ち くださ い。

※軍手・外 靴に被 せるビ ニール 袋を用 意して おりま す。ただし、汚れて

も良い服 装でお 越しく ださい 。

※実施日 の前日 ・当日 が雨天 の場合 は、急 遽中止 させて いただ きま す。

※時間は あくま で目安 です。 作業の 進め方 により 多少前 後いた しま す。

※こちら のプロ グラム は、近 隣の提 携農家 にて実 施いた します 。
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