
ご旅行条件（要約）お申込の際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込ください。

●お申込
・各お申込先へ電話にてお申込ください。
・設定期間内でも天候や収穫物の生育状況によりご参加いただけな
い場合があります。
・設定期間外でも体験できる場合があります。詳しくは下記に記載の
お問合せ先へご相談ください。
・プランにより満員になり、ご参加いただけけない場合もあります。お
早目のお申込をおすすめします。
●ご契約
・お申込に際しては、各プラン記載ページのご案内による他、当パン
フレット裏表紙をあわせてご覧ください。
●添乗員
・特に記載のない限り、添乗員は同行いたしません。また、悪天候等によっ
てサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サー
ビスの手配及び必要な手続きはお客様自身で行っていただきます。
●取消料
・特に記載のない限り、予約利用日の３日前まで不要、２日前の17：00以
降の解除は50％、前日17：00以降の解除及び無連絡不参加は100％と
なります。また別途、払戻手数料が１手配につき100円(税別)かかります。
●料金
・各料金又は旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。

・特に記載のない限り、プランご利用当日を基準に、おとな：中学生以
上、こども：小学生、幼児：未就学児となります。幼児はメニューによっ
てこども料金が必要な場合や、ご参加いただけないメニューがありま
す。
・こども・幼児の参加は保護者同伴に限ります。
●予定時間
・出発・帰着予定時間の記載があるプランはあくまでも目安であり、時
間が変更になる場合があります。
●車椅子ご利用のお客様、身体障害者補助犬について
・ご利用のお客様は必ずお申込時に係員にお申出ください。
●お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別
な配慮・措置が必要になる場合があります。
●天候、降雪や諸条件により設定期間が変更となる場合があります。
また、野外体験メニューは天候や川の増水によりコース変更や中止と
なる場合があります。
●各メニューは事前予約制による岩見沢市観光協会のみの特別代金
です（一部除く）。現地でお申込の場合は特別代金の適用とはなりま
せんので予めご了承ください。
●当日は動きやすい服装・靴でお越しください。
●所要時間は移動時間も含んだ時間です。
●特に記載のない限り、現地集合・現地解散となり送迎はありません。

共通のご案内

ツアーのお申込・お問合せは

〈旅行企画・実施〉
北海道知事登録旅行業 第3-723号　全国旅行業協会正会員

一般社団法人 
岩見沢市観光協会

TEL（0126）22-3470 FAX（0126）35-6620
総合旅行業務取扱管理者：石川 恭行　担当：石川、西村、西川

〒068-0034 岩見沢市有明町南１番地１ 
岩見沢市有明交流プラザ１階（ＪＲ岩見沢複合駅舎）　
営業時間／9：00～17：30　年中無休

このマーク付の商品は、旅行商品ではなく、旅行契約の条件は適用されません。それぞれのプ
ランに運営会社を明記しています。お申込に際しては、各社の取引条件をお客様ご自身で、ホー
ムページ・電話等でご確認ください。

各プランのお申込に際しては、それぞれの契約内容をご確認ください。契約内容は、募集型
企画旅行・手配旅行の2つに分かれており、プラン毎に　　　　　　　　　 マークを表示し
ています。

●お申込
所定の申込書に所定の事項を記入し、料金の20％相当額のお申込金を添えてお申込ください。
お申込金は、お客様がお支払いいただく金額の一部としてお取扱いいたします。

このマーク付の商品にお申込されるお客様は、販売店欄記載の旅行会社と、手配旅行契約を締
結することになります。また、旅行条件は下記によるほか、別途お渡しする取引条件書（全文）及び
お申込旅行会社の旅行業約款手配旅行契約の部によります。このご案内に記載のないことは、
各旅行会社にて掲示している旅行業約款手配旅行の部をご覧ください。

●旅行のお申込及び契約成立時期
（1）所定の申込書に所定の事項を記入し、旅行代金の20％相当額のお申込金を添えてお申込くだ

さい。お申込金は、旅行代金、取消料等、お客様がお支払いいただく金銭の一部としてお取扱い
いたします。

（2）手配旅行契約は、お申込の各旅行会社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成
立するものとします。

（3）乗車券類や宿泊券類などの単一の手配においては、口頭によるお申込をお引き受けすることが
あります。この場合手配旅行契約は、お申込の各旅行会社が契約の締結を「承諾」したときに
成立します。

●旅行業務取扱料金
お申込の各旅行会社は、お客様のご旅行に伴ってお引き受けする予約の手配・変更・取消などに
対して、当該会社所定の旅行業務取扱料金、各種手数料及びこれらの料金にかかる消費税を申し
受けます。なお、旅行業取扱料金については、お引き受けする内容により異なります。詳しい内容と
料金についてはお申込の各旅行会社におたずねください。

●取消料
（1）取消

お申込を取り消された場合は、運送・宿泊機関所定の取消料又は違約料、お申込の各旅行
会社所定の取消手続料金を申し受けます。乗車券類や宿泊券類等をお持ちの場合、代金、
料金から、当該料金を引いた残額を、当該券類等と引き換えに払戻しいたします。なお、払戻
しは、発行日又はご利用日より1ヶ月以内に限って、お申込の各旅行会社にてお取扱いいたし
ます。運送・宿泊機関所定の取消料又は違約料は当該運送・宿泊機関によって異なります。
詳細は係員におたずねください。

（2）宿泊の当日の一部取消（減員）
当日の一部減員の際の残額は、宿泊施設にて払戻しを受けることができます。

●その他
手配旅行契約に関らず、宿泊代金は現地でお支払いいただくことも可能です。

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この
旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅
行業務取扱管理者にご質問ください。

●個人情報の取扱について
（１）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、

お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行に
おいて運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために
手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

（２）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を
土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係
る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの
個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。

手配旅行契約手配旅行

全契約共通

観光プラン
手配旅行 観光プラン

（一社）全国旅行業
協 会 正 会 員

●取消料
予約利用日3日前・・・不要
2日前・・・50％
前日17：00以降の解除及び無連絡不参加・・・100％

いわみざわ
体験プログラム
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のどかな田園風景が
ひろがる岩見沢で
魅力的な体験をしてみませんか。

ACCESS

MAP

各施設の詳細情報は岩見沢市観光協会
WEBサイトをご覧ください。
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宝水ワイナリー

2018年にリニューアルオープン。
総面積200 ,000㎡の広大な敷地に7面
のテニスコートや四輪バギー体験などアク
ティビティが充実。木立の中にたたずむ
15室の客室は、コテージタイプなど上質
なプライベート空間で、森の中で過ごす非
日常のくつろぎをご提供しております。

0201



豊かな自然がやさしく寄り添う旅 花に囲まれる幸せな旅

普段味わえない開放感を感じなが
ら、その時期に採れる旬の野菜の
収穫体験をしてみると大人でも以
外と知らないこともたくさん！素材そ
のものを味わう「採れたて」野菜の
味を堪能できます。

こぶ志窯 山岡さん

オリジナルの
作品を

作りませんか？

宝水ワイナリー 倉内さん

自家製ぶどうソースのソフトクリームも大人気！

メープルロッジ 飯田さん

緑に癒される贅沢
な時間を

お過ごしください！

Gonji 原田さん

新鮮な素材の料理を

お楽しみください！

岩見沢1泊2日モデルコース

旬の野菜
の味は

格別です
！

P12

午前は、のどかな自然の中で行う
ヨガを体験。爽やかな風を感じ、青
空と太陽の下で行うヨガは、自然と
深呼吸になり体も心もリラックス！
日頃の疲れを癒してくれます。

P07

広大な敷地の中に、たくさんのレジャー施設が集まる公園。中でもバラ園は、約
630品種と道内最多！見応えがありインスタ映えするこちらは大人気スポット！室内
公園「色彩館」では年中通してお花が咲き、芝生でピクニック気分を楽しめます。

冬でもハウスの中はガーベラでいっ
ぱい！好きなガーベラを選び、摘み
取った後は自分だけのオリジナルブー
ケを作成！色とりどりのかわいらしい花
たちが気分を明るくしてくれます。

P11

自然豊かな森の中にあるアトリエ。自家
栽培の花や周辺に自生する山野草、
ハーブなど自然素材を取り入れてオリジ
ナルのリースを作ります。飾る場所を想
像しながら作るリース作りは、帰ってから
の楽しみも！

P14

北海道最古の窯元「こぶ志窯」は、深みの
ある色が特徴的な「こぶ志焼」が有名で
す。工房見学のほか、手ロクロ体験で自分
の好きなものを作ることができ、アートに触
れながら旅の思い出も残せます！
（本焼き仕上げ後に郵送いたします。）

P13

映画のロケ地にもなった宝水ワイ
ナリー。斜面いっぱいに広がるぶど
う畑を眺めながらのソフトクリームは
はずせない！？雪の多いこの土地な
らではのワインの試飲やショップ限
定販売のワインもあります。

地場産の米や野菜、道産の肉や魚介
類等、旬の食材を豊富に使った創作料
理が味わえるお店で、自家製のパンや
デザートも好評です。

2018年４月にリニューア
ルしてさらに魅力的になり、
丸太をふんだんに使った
温もり優しいログホテル！天
然露天風呂と広大な敷地
でゆったりとした時間を過
ごすことができます。

朝食時のレストランでは、野鳥やエゾリスを窓越
しに見ることができ、一緒に食事をしている気分
に！ 窓から見える景色とおいしい朝食で、素敵な
１日の始まりを予感させてくれます！

店内にある大きな石窯で、1枚1枚丁寧に焼くピッ
ツァは絶品！バラ園を眺めながら食事ができ、ローズ
はちみつを使ったチーズピッツァにはエディブルフラ
ワーも使用！たくさんのお花を楽しむことができます！

Pizzeria Lucci　冨田さん

「真のナポリピッツァ」
認定店です！

干場ファーム　干場さん

新鮮なガーベラは
長持ちしますよ！

※写真は全てイメージです。 ※写真は全てイメージです。

モデルコース DAY.1

いわみざわ体験プログラム

モデルコース DAY.2

0403



田園風景と緑の山々を眺めながら、炭鉱の歴史スポットを巡ります。
かわいい動物との出会いもあるかも知れませんよ。

※写真は全てイメージです。

パンケーキに自分で
エディブルフラワーをデコレートしよう！！

夏・秋 SUMMER
AUTUMN

ログホテル
メープルロッジでの

過ごし方

■設定期間／2020年6月1日（月）～10月31日（土）

■料金（お一人様）／1,600円
■料金に含まれるもの／食事代、体験料（材料費込）
■所要時間／30分
■体験場所／ログホテル メープルロッジ
■お申込締切日／5日前
■定員／20名
■最少受付人員／2名
■ご案内
　・食物アレルギーに関しては必ずお申込時にお申し
　 出ください。厳密な「アレルギー物質除去食」の
　 提供は出来ません。アレルギー対応で追加代金
 　が発生する場合は現地払いとなります。 　
　・キャンセル料は前日５０％、当日１００％です。

■設定期間／2020年6月1日（月）～10月31日（土）     

■料金（お一人様）／2時間コース 7,500円 

　　　　　　　　  4時間コース 15,000円
■料金に含まれるもの／貸出自転車、貸出ヘルメット
　ガイド料、保険料、温泉入浴料
■所要時間／2時間、4時間
■体験場所／出発・帰着／メープルロッジ敷地内
■対象年齢／８歳以上
■お申込締切日／前日
■定員／8名
■最少受付人員／2名※お一人参加は50％プラスで可能
■ご案内
　・サイクリングに適した服装で参加してください。
　・英語での対応が可能です。
　・悪天候時は中止となります。（キャンセル料不要）
　・キャンセル料は前日５０％、当日１００％です。
　・子供料金（8～11歳）は半額です。子供用自転車
　 は22インチと24インチが各1台ございます。
　・メープルロッジの宿泊パックプランもございます。         

運営会社：メープルアクティビティセンター
ログホテル メープルロッジ

観光プラン

■設定期間／2020年6月1日（月）～11月30日（月）

■料金（お一人様）／45分コース 5,500円　

　　　　　　　　  60分コース 7,000円（大人・小人同額）
■料金に含まれるもの／体験料（インストラクター付）、ヘルメット、
　グローブ、飲み物代
■所用時間／45分、60分
■体験場所／ログホテル　メープルロッジ敷地内
■対象年齢／12歳以上
■お申込締切日／前日
■定員／3名（1回当り）※4名以上の場合は時間を分けて実施。　
■最少受付人員／2名※お一人参加は50％プラスで可能
■ご案内
　・汚れても気にならない服装でお越しください。
　・英語での対応が可能です。
　・保険料は含まれません（現地にて申込可）。
　・12歳未満のお子様は保護者同伴の場合は参加可能です。
　（45分コース：1,000円、60分コース：1,500円）
　・キャンセル料は前日５０％、当日１００％です。
　・メープルロッジの宿泊パックプランもございます。
 

運転免許がなくても大丈夫！大草原を四輪バギーで快走し、
北海道の風を肌で感じませんか？

THE IWAMIZAWA 
TOURISM PROGRAM

0605 ※写真は全てイメージです。

ご予約・お問合せは岩見沢市観光協会まで（TEL：0126‐22‐3470） ※各プランのQRコードからもお申込みいただけます



■設定期間／2020年10月1日（木）～10月31日（土）
■料金（お一人様）／1,000円
■料金に含まれるもの／りんご狩り体験、お持ち帰りリンゴ２個
■所要時間／1時間
■体験場所／ログホテル メープルロッジ　アップルガーデン
■お申込締切日／前日
■定員／10名
■最少受付人員／2名
■ご案内
　・りんごの生育状況によっては収穫が出来ない可能性もありますので、
　 あらかじめご了承ください。

約200本あるりんごの木の中、木で熟し蜜の詰まったりんごの味を味わえます！

■設定期間／2020年6月1日（月）～12月20日（日）
■料金（お一人様）／3,500円
■料金に含まれるもの／体験料（インストラクター付）、機材一式レンタル料、材料費
■所用時間／2時間
■体験場所／ログホテル　メープルロッジ　サービスハット
■対象年齢／小学生以上    
■お申込締切日／前日
■定員／6名     
■最少受付人員／2名
■ご案内
　・作品は当日にお持ち帰りいただけます。
　・キャンセル料は前日５０％、当日１００％です。

ダイヤモンドの粒子が付いた道具を使い、ガラスに模様を掘ります。
世界に一つだけの旅の想い出を作りませんか？

■設定期間／2020年6月中旬～9月中旬
■料金（お一人様）／2,200円
■料金に含まれるもの／体験料、ヨガマット、レジャーシート
■所要時間／1時間    
■体験場所／ログホテル メープルロッジ
■用意しているもの／ヨガマット、レジャーシート（ヨガマット下用）
■対象年齢／小学生以上
■お申込締切日／7日前
■定員／15名（人数はご相談ください）
■最少受付人員／3名
■ご案内
　・動きやすい服装、タオル、飲料水（500㎖程度）をご用意ください。
　・取消の際に取消料がかかる場合があります。

青空と太陽の下で行うヨガは、自然と深呼吸になり体も心もリラックス！

ログホテル メープルロッジでの過ごし方夏・秋

焚き火の炎などの波長は人の心を癒す効果があると言われています。
ゆったりと流れる時間の中で珈琲を飲みながら休日を過ごしませんか？     
     

■設定期間／2020年6月1日（月）～10月11日（日）
■料金／お食事（お一人様） 3,700円
■料金に含まれるもの／食事代
■所要時間／2時間
■体験場所／ログホテル メープルロッジ
■食事回数／昼１回
■お申込締切日／３日前
■定員／8名
■最少受付人員／4名
■ご案内
　・キャンセル料は前日５０％、当日１００％です。

豊かな自然の中で、旬の食材を味わうことができる本格的なBBQが手ぶらで楽しめます！

■設定期間／2020年6月1日（月）～12月20日（日）
■料金（お一人様）／4,500円（大人・小人同額）
■料金に含まれるもの／体験料（インストラクター付）、材料費
■所用時間／2時間
■体験場所／ログホテル　メープルロッジ　サービスハット
■対象年齢／小学生以上　■お申込締切日／前日　
■定員／8名　■最少受付人員／4名
■ご案内
　・開始時刻は11:00です。（その他の時間は要相談）
　・キャンセル料は前日５０％、当日１００％です。
　・完成後、試食の時間が含まれています。
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すし酢に自然食材で着色し、お花の形の太巻き寿司を作ります。
体験後は試食タイムをお楽しみください！

■設定期間／2020年6月1日（月）～11月30日（月）
■料金1グループ（1～4名）／ 16,000円（1グループ4名様迄）
■料金に含まれるもの／体験料（飲物・デザート付）、焚き火材料費  
■所要時間／1時間30分　■体験場所／ログホテル　メープルロッジ敷地内
■お申込締切日／前日
■定員／20名　■最少受付人員／1名
■ご案内
　・長袖、長ズボン、防寒着、歩きやすい靴（焚き火の匂いがついてもよい服装でお願いいたします）
　・英語での対応が可能です。 ・悪天候時は中止になります。（キャンセル料不要）
　・キャンセル料は前日５０％、当日１００％です。
　・5名以上の場合は1名につき2,000円の追加料金が必要です。
　・メープルロッジの宿泊パックプランもございます。

※写真は全てイメージです。

ご予約・お問合せは岩見沢市観光協会まで（TEL：0126‐22‐3470） ※各プランのQRコードからもお申込みいただけます
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■設定期間／2020年12月中旬～2021年3月中旬     

■料金（お一人様）／6,500円
■料金に含まれるもの／体験料（インストラクター付）、飲み物、お菓子　
■所要時間／2時間　■体験場所／ログホテル メープルロッジ周辺
■対象年齢／小学生以上　■お申込締切日／前日
■定員／5名　■最少受付人員／1名
■ご案内
　・スキーウェアーなど暖かい服装でお越しください。
　・キャンセル料は前日５０％、当日１００％です。
　・積雪状況により実施できない場合があります。

雪国の冬の声に耳を傾け、冬の自然の魅力を存分に
感じることができるアクティビティ！

■設定期間／2021年1月15日（金）～2月28日（日）

■料金（お一人様）／750円
■料金に含まれるもの／チューブ滑り体験　
■所要時間／1時間
■体験場所／ログホテル メープルロッジ周辺
■対象年齢／小学生以上　■お申込締切日／当日　
■定員／5名　■最少受付人員／1名
■ご案内
　・取消の際に取消手数料がかかる場合があります。
　・積雪状況により実施できない場合があります。

大人も子供も大はしゃぎに！
普通のソリでは味わえない爽快感！

THE IWAMIZAWA 
TOURISM PROGRAM

冬 winter

ログホテル
メープルロッジでの

過ごし方

運営会社：メープルアクティビティセンター
ログホテル メープルロッジ

観光プラン

■設定期間／2021年1月15日（金）～2月28日（日）
■料金（お一人様）／大人2,200円　小人1,300円
■料金に含まれるもの／スノーラフティング体験料
■所要時間／20分　■体験場所／メープルロッジ前
■対象年齢／小学生以上　■お申込締切日／当日　
■定員／1回3名　1時間で3回転9名様まで　
■最少受付人員／2名
■ご案内
　・取消の際に取消手数料がかかる場合があります。
　・積雪状況により実施できない場合があります。

スノーモービルに牽引された
スノーボートで雪原を駆け抜けよう！！

共通のご案内

●利用可能時間／9：00～19：00●時間内での訪問地変更が可能です。タクシー乗務員とご相談の上コースを決定してください。●1～4名で1台のご利用となります。見学箇
所により営業時間・休業日が異なります。予めご確認ください。●お客様の都合により4時間又は6時間を超える場合は、30分あたり3,270円（税込）がかかります。追加料金は
乗務員へお支払いください。●ご利用にあたっては、アンケートにご協力いただくことが条件となりますので、予めご了承ください。※観光目的以外（単純移動手段など）のご利用は、
固くお断りいたします。観光目的以外での利用が判明した場合は、通常料金をご請求いたしますので、予めご了承ください。●設定台数が売り切れ次第、本事業は終了となりますので
予めご了承ください。

■設定期間／2020年7月18日～10月31日

■料金／1台あたり 15,000円
■料金に含まれるもの／エリア内・時間内
　小型タクシー料（空知管内のみ。有料道路
　料金、駐車料金、観光地の入場料、
　食事代等は含まれません。）
■所要時間／4時間　
■最少受付人員／1名
■お申込締切日時／ご出発の前日17時まで
　※タクシー車両が岩見沢市内発～岩見沢
　　市内着で4時間以内のコースです。
　※4時間コースの出発後、途中で6時間
　　コースへの変更はできません。

タクシー貸切（小型）

4時間コース
■設定期間／2020年7月18日～10月31日

■料金／1台あたり 20,000円
■料金に含まれるもの／エリア内・時間内
　小型タクシー料
　（空知管内のみ。有料道路料金、
　駐車料金、観光地の入場料、
　食事代等は含まれません。）
■所要時間／6時間　
■最少受付人員／1名
■お申込締切日時／ご出発の前日17時まで
　※タクシー車両が岩見沢市内発～岩見沢
　　市内着で6時間以内のコースです。

タクシー貸切（小型）

6時間コース
■設定期間／2020年7月18日～10月31日

■料金／1台あたり 38,000円　
■料金に含まれるもの／エリア内、時間内小
型タクシー料（有料道路代、駐車料金、観光
地の入場料、飲食代等は含まれません）
■予約締切日／3日前の12時00分まで
■所要時間／8時間　
■最少受付人員／1名
　※タクシー車両が札幌市内発～札幌
　　市内着岩見沢市等の空知地方
　　周遊で、8時間以内のコースです。

タクシー貸切（小型）

札幌発着

8時間コース

観光プラン

空知の「ワイン」と「食」から空知の魅力にふれる旅を
貸切観光タクシーで巡ります。

※写真は全てイメージです。 ※写真は全てイメージです。

■設定期間／2021年1月15日（金）～2月28日（日）    
■料金（お一人様）／750円
■料金に含まれるもの／ワンドリンク
■所用時間／1時間以内
■体験場所／メープルロッジ前
■お申込締切日／当日
■定員／6名様　■最少受付人員／1名様 
　・取消の際に取消手数料がかかる場合があります。
　・雪の状態により体験が出来ない場合もあります。

豪雪地帯ならではの冬のお楽しみ！

｜先｜着｜予｜約｜ 50台（組）まで岩見沢
発着 ｜先｜着｜予｜約｜ 25台（組）まで岩見沢

発着
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ご予約・お問合せは岩見沢市観光協会まで（TEL：0126‐22‐3470） ※各プランのQRコードからもお申込みいただけます



※写真は全てイメージです。

天気が悪くても、寒くてもハウスの中にはお花がたくさん。
ガーベラを使って自分だけのブーケを作ってみませんか。

THE IWAMIZAWA 
TOURISM PROGRAM

アグリ体験

運営会社：岩見沢市観光協会

観光プラン

※写真は全てイメージです。

アグリ体験

■設定期間／2020年9月中旬～10月上旬
■料金（お一人様）／1,500円
■料金に含まれるもの／体験料、収穫した落花生1株
■所要時間／約1時間
■体験場所／岩見沢市北村地区
■対象年齢／小学生以上
■お申込締切日／7日前
■最少受付人員／2名　■定員／10名
■ご案内
　・汚れてもよい服装、靴でお越しください。
　・軍手またはビニール手袋をお持ちください。
　・圃場は申込後にお知らせします。
　・取消の際、取消手数料がかかる場合があります。

畑で、1人1株の落花生を収穫できます！採れたて落花生の味は別格です。

■設定期間／2020年7月～9月
■料金（お一人様）／2,000円
■料金に含まれるもの／体験料（材料費込み） 
■所用時間／1時間30分
■体験場所／岩見沢市北村地区
■対象年齢／小学生以上
■お申込締切日／7日前
■定員／10名
■最少受付人員／5名
■ご案内
　・エプロンをお持ちください。
　・悪天候時はバジル摘みは中止となり、その場合は冷凍のバジルを使用します。

■設定期間／2020年9月～10月中旬
■料金（お一人様）／2,000円
■料金に含まれるもの／体験料、収穫した白菜1個
■所要時間／約1時間
■体験場所／岩見沢市北村地区
■対象年齢／小学生以上
■お申込締切日／10日前
■定員／10名
■最少受付人員／2名
■ご案内
　・汚れてもよい服装、靴でお越しください。
　・軍手またはビニール手袋をお持ちください。
　・北村温泉ホテル駐車場にご集合ください。（岩見沢市北村赤川156-7）
　・取消の際、取消手数料がかかる場合があります。

簡単そうに見えて体力勝負の収穫体験！収穫野菜ごとの野菜ソムリエおすすめのレシピ付！！
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北海道でも有数の
農業地帯である岩見沢で、
農家さんとふれあいながら

農業体験

■設定期間／通年

■料金（お一人様）／2,000円
■料金に含まれるもの／体験料（材料費含む）、お福分け
■所要時間／約45分
■体験場所／干場ファーム
■対象年齢／小学生以上
■お申込締切日／10日前
■最少受付人員／2名　
■定員／6名
■ご案内
　・ヒールの高い靴はご遠慮ください。
　・摘み取った花を郵送する場合は別途送料がかかります。
　・取消の際、取消手数料がかかる場合があります。

新鮮フレッシュバジルを摘み取り、そのまま手作りソースに！採れたてハーブの風味を堪能！

ご予約・お問合せは岩見沢市観光協会まで（TEL：0126‐22‐3470） ※各プランのQRコードからもお申込みいただけます
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THE IWAMIZAWA 
TOURISM PROGRAM

文化・創作体験

運営会社：岩見沢市観光協会

観光プラン

ものづくり体験

■設定期間／通年（年末年始を除く）
■料金（お一人様）／ 6,000円
■料金に含まれるもの／体験料（材料費含む）、送料
■所要時間／約1時間30分
■体験場所／こぶ志陶苑
■対象年齢／2歳以上（保護者同伴）
■お申込締切日／前日
■定員／10名
■最少受付人員／3名
■ご案内
　・汚れが気になる方はエプロンをお持ちください。
　・出来上がりには1ヵ月～3ヵ月を要します。
　・取消の際、取消手数料がかかる場合があります。

■設定期間／通年
■料金（お一人様）／ 4,700円～
■料金に含まれるもの／体験料（材料費含む）
■所要時間／2時間
■体験場所／Kangaroo Factory（カンガルーファクトリー）
■対象年齢／3歳以上（保護者同伴）
■お申込締切日／7日前
■定員／4名（5名以上は要相談） 
■最少受付人員／1名
■ご案内
　・材料によって体験料が変わります。
　・取消の際、取消手数料がかかる場合があります。

自家栽培の花や周辺に自生する自然素材を
取り入れてオリジナルのリースを作ります。

手ろくろ体験で自分のオリジナルの器を作ることができ、
お皿やマグカップなど、旅の思い出を形に残します。
（本焼き仕上げ後に郵送いたします。）

お寺の静寂の中で行う体験は、
雑念をなくし、
姿勢と心を正し、

自分を見つめる禅修行体験。
心にやすらぎをもたらします。

※写真は全てイメージです。 ※写真は全てイメージです。

■設定期間／2020年6月～10月中旬
■料金（お一人様）／ 2,000円
■料金に含まれるもの／体験料（材料費含む）
■所要時間／1時間
■体験場所／Kangaroo Factory（カンガルーファクトリー）
■対象年齢／3歳以上（保護者同伴）
■お申込締切日／7日前
■定員／4名（5名以上は要相談）
■最少受付人員／1名
■ご案内
　・取消の際、取消手数料がかかる場合があります。
　・バスケットの大きさは直径約25cm、高さ約10cmです

ぶどうのツルを使い、あなただけのバスケットを作ります。
しっかりとサポートしますので初心者の方も安心です。

深い呼吸をし、心と身体を静かに落ち着かせて、
日本ならではの伝統文化を体験！
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■設定期間／2020年6月中旬～9月下旬
■料金（お一人様）／ 2,700円
■料金に含まれるもの／体験料（ハーブ摘み取り、材料費）
■所要時間／1時間
■体験場所／Kangaroo Factory（カンガルーファクトリー）
■対象年齢／3歳以上（保護者同伴）
■お申込締切日／7日前
■定員／4名（5名以上は要相談）
■最少受付人員／1
名
■ご案内
　・取消の際、取消手
　 数料がかかる場合
　 があります。
　・上記設定期間の
　 うち、金・土・日限定
　 です。 

カンガルーファクトリーのガーデンで
お客様自身が摘んだハーブを使い
オリジナルブーケを作ります。

■設定期間／2020年6月中旬～9月下旬
■料金（お一人様）／ 700円
■料金に含まれるもの／体験料（花ばさみのレンタル）
■所要時間／30分～1時間
■体験場所／Kangaroo Factory（カンガルーファクトリー）
■対象年齢／3歳以上（保護者同伴）
■お申込締切日／7日前
■定員／なし
■最少受付人員／1名
■ご案内
　・取消の際、取消手数料がかかる場合があります。
　・入れ物（縦18cm×横18cm×高さ25cm）にいっぱいに
　 なるまでミントを狩っていただきます。ミントはスペアミント、
　 アップルミント、ブラックミントの3種類で約50～100本
　 ほど入ります。
　・上記設定期間のうち、金・土・日限定です。

大自然の中にあるガーデンで
3種類のミントを狩って癒されてください！ 

ご予約・お問合せは岩見沢市観光協会まで（TEL：0126‐22‐3470） ※各プランのQRコードからもお申込みいただけます
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■設定期間／通年（7/25～8/20、年末年始を除く）    
■所要時間／座禅コース・写経コース60分　座禅&写経コース105分

坐禅コース（お抹茶の接待付）1時間：大人（12歳以上）3,500円、小人3,000円
写経コース（お抹茶の接待付）1時間：大人（12歳以上）3,500円、小人3,000円
坐禅＆写経コース（お抹茶の接待付）1時間45分：大人（12歳以上）6,000円、小人5,000円
※全コースにお抹茶の接待があります。食事代は含みません。
※体験に必要なものは全てご用意しております。
■お申込締切日／前日の16時まで ■定員／25名 ■最少催行人員／2名
■実施場所／明心寺
■実施条件／雨天催行（全て室内でのプログラム）※豪雨、豪雪強風時は中止する場合があります。
■ご案内
　・開始時刻は7:00、13:30、16:00の3回（左記以外の希望は要相談）
　・集合時刻は各回の開始10分前です。
　・動きやすい服装でご参加ください。（スカートは不可）
　・取消の際、取消手数料がかかる場合があります。


