
食べ放題コース
メニュー 通常料金（土・日・祝日） 平日特割 内　容
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幹事さん手間いらず

食べ放題
・ 

飲み放題
プラン

大
人

20歳以上 4,900円 4,600円
●牛肉・ラム肉・豚肉・野菜・ライスの食べ放題+飲み放題が90分
間のプランです。

※全員でお申込みください。
※お新香付き。

中学生～19歳 3,700円 3,400円

小
人 4歳～小学生 2,900円 2,800円

食べ放題
プラン

大人 3,300円 3,000円 ●牛肉・ラム肉・豚肉・野菜・ライスが90分間食べ放題のプランです。
※全員でお申込みください。
※お新香付き。小

人 4歳～小学生 2,500円 2,400円

2019年1月1日現在
※�料金は変更になる場合があり�
ますので予めお確かめ下さい。

●お得! 食事セット料金（入場料＋お食事代）

メニュー 通常料金（土・日・祝日） 平日特割 内　容

ジ
ン
ギ
ス
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脂少なめでやわらかいお肉です！
上ラム＆牛セット 3,250円 2,950円

●肉のセット
　肉（180g）、野菜、ライス、お新香。
※お肉が2種類の場合各90ｇ
※ライスはおかわりできます。

創業以来の伝統風味！
ラムセット 2,800円 2,500円

2種類のお肉が楽しめる1番人気！
ラム＆豚セット 2,700円 2,400円

食べなれたお肉をジンギスカンスタイルで！
牛＆豚セット 3,050円 2,750円

牛＆シーフードセット 3,500円 3,200円
●牛肉とシーフードのセット。
　肉、エビ、ホタテ、イカ、野菜、ライス、お新香。
※ライスはおかわりできます。

せ
い
ろ
蒸
し

南房総の名水もち豚使用
名水もち豚せいろ蒸し 2,700円 2,400円

●名水もち豚のバラ肉、野菜、ライス、味噌汁、先付
※�名水１００選に選ばれた久留里の名水で育った良質の千葉県産豚
を使用しております。　※ライスはおかわりできます。

ヘルシー蒸し料理
豚のせいろ蒸し 2,500円 2,200円 ●豚バラ肉、野菜、ライス、味噌汁

※ライスはおかわりできます。

和
食

1月～4月限定
菜の花づくし 2,650円 2,350円

山菜の巾着・南瓜の煮物、菜の花・穴子・海老の天ぷら、名水もち豚
の酢味噌がけ、菜の花の白和え、スモークサーモン・チーズと菜の
花の生春巻き、ポテトサラダ、川海老の唐揚げ、菜の花と白魚の卵と
じ（陶板）、菜の花ご飯、菜の花のお吸い物。

5月～12月限定
房総の恵み膳 2,650円 2,350円

鯵のサンガ焼き、あさりの佃煮、青菜の白和え、名水もち豚の冷製
サラダ（酢味噌）、穴子・海苔チーズ・海老・南瓜の天ぷら、さつま芋ス
ティック、ピーナッツ味噌、大和芋のとろろ、麦ご飯、味噌汁。
※とろろ・麦ご飯はおかわりできます。

セットのうどんは、
なんと食べ放題！
桶鉢うどん 2,400円 2,100円

穴子・海老・南瓜の天ぷら、名水もち豚の角煮、きんぴらごぼう、川海
老の唐揚げ、マザーチーズ、ピーナッツ味噌、きゃらぶき、五目御飯
の俵にぎり、うどん。
※うどんはおかわりできます。（7月～9月は、冷たいうどんになります。）

小人料金（食べ放題コースを除く） 上記より−400円 上記より−200円 大人：中学生以上　小人：4歳～小学生

ご
注
意

●添乗員様、乗務員様の昼食代は別途申し受けます。

ビール、お酒、酎ハイ、ソフトドリンク

飲み放題90分 要予約 大人1,600円　4歳〜19歳400円
※全員でお申し込みください。�※ボトルワイン、ヨーグルトドリンクは除きます。�
※ジンギスカンをご注文のお客様に限ります。�※混雑時はお受けできません。

各種団体割引 「学校団体」・「障がい者団体」は上記料金から、さらに割引がございます。詳しくはお問い合わせください。

団体料金表
（社員旅行・町内会・子供会・研修旅行他）

●�人数の増減について、ジンギスカン、せいろ蒸しのメニューは当日午前9：30
迄、和食は前日午後16：00迄にご連絡ください。以降は減員分をお買取りい
ただきます。尚、ご予約のお取消しは前日の午前中迄にご連絡ください。以降
は恐れ入りますが、当初のご予約内容にてご精算させていただきます。
●�ご利用日に19名以下になってしまった場合は、20名分のご料金を頂戴いたし
ます。
●平日割引料金は、土・日・祝日を除く月～金曜日が対象となります。

●�ご予約は3日前までに、メニューは1団体同一メニューでお願いします。
●季節によりメニューの内容が変わる場合があります。
●�お席に限りがございますので、事前にお問い合わせください。
●レストランへの飲食物のお持込みはできません。
●ペット同伴での入店はご相談ください。

●お一人様料金（消費税込）

20名様以上 要予約
※下記料金には全て入場料金、消費税が
含まれています。

食べきりコース

人数変更は前日
午後16：00迄に
ご連絡ください。
以降はお買取り
いただきます。



個　人 20名様以上
大　人 1,500円 1,200円
小　人 800円 700円

大　人 1,000円
小　人 600円

コース 内　容 対象年齢 所要時間 体験会場 実施催行人員 料　金最　小 最　大

バター作り
容器を振って出来たバターを冷水で固めま
す。試食はパンにつけてお召し上がりを。
※お持ち帰りはできません。
※塩を用意しています。お好みで有塩バター
にできます。

6歳以上
（親子の場合は3歳以上）

約40分

ジンギスカン�
ガーデンズ
または�

FARM�DINER

20名 100名 800円

ブルーベリー
　　　　ジャム作り

4～5名ひと組でブルーベリーの実を鍋で煮て
作ります。ジャムは試食とビン詰めにしてお持
ち帰りができます。

8歳以上
（4歳以上8歳未満は付添
が必要です）

約40分 20名 100名 800円

アイスクリーム作り
マザー牧場牛乳を使って美味しいアイスクリー
ムを作ります。自分で作ったアイスクリームは
格別です。

9歳以上
（親子の場合は4歳以上）

約40分 20名 100名 800円

羊の人形作り
羊の毛を使って手のひらサイズの人形を作り
ます。子羊キットのお土産付きで、ご自宅で追
体験できます。

9歳以上
（親子の場合は4歳以上）

約40分
体験テントまたは�
WAKUWAKU
（2F）

20名 100名 800円

革の
キーホルダー作り

動物や花の形に切ってある革に、刻印で模様
をつけてキーホルダーを作ります。

5歳以上
（親子の場合は3歳以上）

約30分
山の上体験工房

または�
WAKUWAKU（2F）

20名 45名 800円

ソフトクリーム 350円

乗用車 900円 バス駐車料
事前予約で

無料!バ　ス 2,000円

一　頭 600円
※利用規約のご署名が必要です。
※ペット同伴でのレストランへの入店の
場合はご相談ください。

◎入場料金（入場のみでお食事が入らない場合）

●マザーファームツアー料金

●体験教室料金

●味覚狩り料金 ●天候や作柄等により、開催期間等が変更になる場合があります。

●トッピングチケット

◎駐車料金 ◎同伴犬入場料金

●大人は中学生以上、小人は4歳～小学生までです。��●当日のお食事予約はお受けできません。

●雨天対応可
●所要時間1時間（乗車時間35分）
●1回の乗車定員は70名です。
●車イスは2台まで乗車できます。
●19名以下の場合は団体料金は適用されません。
●当日のツアーキャンセルは予約時間の２時間前より、キャンセル料
が発生します。
飲酒をされているお客様は、安全と体調を考慮し
ご乗車になれません。

●場内のフードスタンドで交換できます。

●アイスクリーム作り、バター作り、ブルーベリージャム作りの人数の増減は前日までにご連絡
ください。なお、当日キャンセルは実費をいただきます。●予約状況によりお受けできない場合
があります。●雨天時のみの予約はお受けできません。●体験会場はお選び頂けません。

●「親子」とは、保護者の方とお子様が一緒に体験していただいた場合のおよその年齢です。

場外の契約農園での催行となります。
※天候不順等により作柄、開催期間等が変わる場合があります。

20名様以上
要予約

20名様以上要予約

要予約
味覚狩り 期　間 料　金

いちご狩り〈移動に約30分〉
※料金について／2～3歳の幼児は右記料金の
　半額、1歳は200円をいただきます。
※当日のキャンセルは実費をいただきます。
※右記期間以外はご相談ください。

1月19日～
4月7日 1,700円

4月8日～
5月6日 1,200円

5月7日～
終了 1,000円

ブルーベリー摘み
※�天候状況により、実施に不向きな�
場合があります。

7月下旬～
8月

100g�300円
300g�600円

さつまいも掘り 場内隣接地要バス移動
※軍手は各自ご持参ください。
※天候状況により、実施に不向きな場合があります。
※�宝探しゲーム（オプション）もできます。景品はご用意くだ
さい（当社売店商品もご用意できます）。

9月中旬～
11月上旬 4株 800円

30分食べ放題

契 約
農 園

契約農園

場内隣接地
要バス移動

●デイキャンプ料金　（雨天対応可）
20名様以上
要予約

●デイキャンプ料金にはマザー牧場入場料・デイキャンプ場利用料金が含まれます。
●�洗い物、片付けはお客様ご自身でお願いいたします。貸出し時の状態まで洗浄を
お願いしております。また、返却時に備品の洗浄状態、備品数の確認をさせてい
ただきます。
●�カレーコース、バーベキューコースは、お一人様100円の追加料金で炊きあがっ
たご飯をご用意できます。
●デイキャンプには、キャンセル料が発生します。◎3日前・2日前：20％�◎前日・当日：50％

コース 料　金
大　人 小　人

焼きそばコース 2,650円 2,150円
カレーコース 2,800円 2,300円
バーベキューコース（豚肉） 3,400円 2,900円
バーベキュー（豚肉）＆焼きそばコース 3,500円 3,000円

新登場！

● アウトドア体験料金 (マザー牧場の入場料が別途必要です�）
オリエンテーリング

〈レベル1・2・3〉

参加料 1名200円
コンパス貸出料1個200円

●多目的グランド使用料
お一人につき1日 ………………… 200円
最低ご利用料金1日 ………… 10,000円

スタンプラリー
参加料 1名200円 

プレゼント付

●�イベント等でご利用の場合は、適用外となりますので別途、ご相談ください。
●スポーツ用具はお客様ご自身でご用意ください。
●当グランドにラインは引いておりません。ラインカーは無料で、お貸出しできます。
●火気のご利用はご遠慮ください。

！

■営業時間 ●2月1日〜11月30日  9：00～17：00（平日は9：30～16：30）  ●12月1日〜1月31日  9：30～16：00（平日は10：00～16：00）
 ※春休み、GW、夏休み、年末年始は土・日・祝日扱いとなります。
■休 園 日 ●1月と12月に休園日があります。詳しくはお問い合わせください。


