
2022年1月1日現在

（遠足・修学旅行）
学校団体料金表学校団体料金表※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。

消費
税込

●入場料金（学校主催行事に限ります）	 要予約
区　分 幼稚園･保育園 小学校 中学校 高等学校 専門学校以上 特別支援学校

料　金 400円 500円 700円 800円 1,000円 大人 600円
小人 300円

備　考 ●先生：無料　●園児1名の付き添い保護者1名まで：400円　●小学生1名の付き添い保護者1名まで：500円
●特別支援学校の付き添い保護者1名まで：本人と同額　●随行する撮影業者：1,200円

※特別支援学校の大人は中学生以上、小人は4歳から小学生までです。※幼稚園・保育園の園児は2歳から有料です。
※上記以外の付き添い保護者は1,200円

●駐車料金	 要予約
乗用車 1,000円

バ　ス 3,000円

バス駐車料
事前予約で		無料!

※駐車場所のご希望がございましたら、事前にご連絡
ください。

●トッピングチケット料金
ソフトクリーム レギュラー…360円／スモール…260円

アレルギー成分に関しては、ホームページをご覧ください。
https://www.motherfarm.co.jp/group/allergy.php要予約

●お得な入場料＋食事セット料金	 要予約
お食事のアレルギー成分に関しては、ホームページをご覧ください。
https://www.motherfarm.co.jp/group/allergy.php

メニュー
幼稚園・保育園
小 学 校
特別支援学校（小人）

中 学 校
高 等 学 校
特別支援学校（大人）

専 門 学 校
大 学 生 内　容

ジ
ン
ギ
ス
カ
ン

好評のジンギスカン
をリーズナブルに!
豚肉セット

2,000円 2,150円 2,200円 豚肉
（先生：1,700円）

野
菜
・
ラ
イ
ス
付

2種類のお肉が楽し
める1番人気!
ラム＆豚セット

2,100円 2,250円 2,300円 ラム肉、豚肉
（先生：1,800円）

ジンギスカンといえ
ばやっぱりコレ!
ラムセット

2,200円 2,350円 2,400円 ラム肉
（先生：1,900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

2,300円 2,450円 2,500円 牛肉、豚肉
（先生：2,000円）

人気のミックスセット
の上級メニュー!
上ラム＆牛セット

2,500円 2,650円 2,700円 上ラム肉、
牛肉
（先生：2,200円）

秘伝のタレは
牛肉にもぴったり!
牛肉セット

2,600円 2,750円 2,800円 牛肉
（先生：2,300円）

ラ
ン
チ
Ｂ
Ｏ
Ｘ

ハンバーグ&
自家製
ソーセージ 

1,800円 1,950円 2,000円（先生：1,500円）

ロース
カツカレー 1,800円 1,950円 2,000円（先生：1,500円）

※人数の増減は当日午前9：30までにご連絡ください。
　以降は減員分をお買取りいただきます。
※メニューは1団体同一メニューでお願いします。
※ジンギスカンメニューはライスのおかわりができます。
※季節により内容が変わる場合があります。
※混雑が予想される日程はお食事時間を指定させていただく場合がございます。

●味覚狩り体験料金	 要予約
コース 期　間 料　金

いちご狩り	 30分食べ放題
※場外の契約いちご園にて実施します。
※右記期間以外はご相談ください。

1月15日～4月3日 1,800円

4月4日～5月6日 1,400円

5月7日～終了 1,000円

※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。

●デイキャンプ料金（お一人様料金）	 要予約
（入場料＋デイキャンプセット料金）（雨天対応可）

デイキャンプのアレルギー成分に関しては、ホームページをご覧ください。
https://www.motherfarm.co.jp/group/allergy.php

メニュー
（所要時間） 小学校 中学校 高等学校 専門学校以上 内　容

焼きそば
コース

（2時間）
1,950円 2,150円 2,250円 2,450円 焼きそば麺、

キャベツ、
もやし、豚肉

先生：1,450円

カレーコース
（3時間）

2,200円 2,400円 2,500円 2,700円 豚肉、じゃがいも、
玉ねぎ、にんじん、
カレー粉、米

先生：1,700円

バーベキュー
コース

（2時間30分）
2,800円 3,000円 3,100円 3,300円 豚肉、キャベツ、

玉ねぎ、にんじん、
ピーマン、米、
マザー牧場特製タレ先生：2,300円

バーベキュー
＆焼きそば
コース

（2時間30分）

2,900円 3,100円 3,200円 3,400円
豚肉、キャベツ、
玉ねぎ、にんじん、
ピーマン、もやし、
焼きそば麺、豚肉、
マザー牧場特製タレ先生：2,400円

※カレーコース、バーベキューコースは、飯盒で炊くご飯の代わりに炊き上がったご飯を、お一
人様100円の追加料金でご用意出来ます。事前にご相談ください。

※料金には、マザー牧場入場料、デイキャンプ場利用料金および下記の炊事用具、食器の各料
金が含まれています。

※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、返却時に洗浄状態、備品数の確認をさせていただきます。

※所要時間はデイキャンプ説明から後片付けまでのおおよそのお時間です。

■炊事用具（1テーブルにつき用具は1セットです）※軍手は各自ご持参ください。

カレーコース 飯盒・鍋・包丁・まな板・ボール・ざる・しゃもじ・おたま・フライ返し・
ピーラー・紙皿・スプーン・バット・マッチ・着火剤・薪（補充あり）

バーベキューコース 飯盒・鉄板・包丁・まな板・ボール・ざる・しゃもじ・フライ返し・ピー
ラー・紙皿・はし・バット・マッチ・着火剤・薪（補充あり）

■班の構成は、1テーブル＝1班6名～10名です。
　各棟のテーブル数に合わせて班編成をお願いいたします。
最大収容人数：320名（32テーブル）×2棟 160名（16テーブル）×2棟
カマド数：50×2棟　22×2棟　※テーブル・カマドの増設はできません

■キャンセル料　◎3日前～2日前…20％		◎前日、当日…50％

●マザーファームツアーDX料金	要予約
「見て・ふれて・学ぶ」日本初牧場アトラクション！（雨天可）
トラクタートレインに乗って広大な草原を回り、動物たちとふれあえる日
本初の牧場学習アトラクション。ツアーガイドと一緒に楽しく学習します。
幼稚園・保育園・小学校 600円 内	

容

◦ 仔牛の授乳やひつじの見学◦牧羊犬の活
躍の見学◦トラクタートレインより下車
し、アルパカ、ひつじ、ヤギへのエサやり
体験。◦肉牛舎の見学、たい肥の説明。中学校～高等学校以上 1,200円

※ファームツアーは受付から終了まで約1時間の行程です。（ダイヤについてはお問い合わせください）
※1回の乗車定員は56名です。
※当日のツアーキャンセルは予約時間の２時間前より、実費をいただきます。
※ツアーは予約時間に乗り遅れた場合も実費をいただきます。
※ツアー中にはちみつの試食がございます。

推奨

推奨

●添乗員様、乗務員
様の昼食代は別途
申し受けます。

※2022年9月1日より、レギュラー…380円／スモール…280円に価格改定させていただきます。



https://www.motherfarm.co.jp

●オリエンテーリング・スタンプラリー体験料金	鹿野山の森で森林浴を
楽しみながら爽やか快汗体験！	 要予約

コース 内　容 対象年齢 所要時間 料　金

探検
オリエンテーリング

地図をたよりに15〜25カ所のポイントを巡りながら森を
探検します。チームワークの強化にも役立ちます。

レベル1：小4〜小6 75分
参加料 100円レベル2：小6〜高校生 90分

レベル3：高校生以上 120分
●ゴールの受付・答え合わせ・採点はお客様自身でお願いしております。　●オリエンテーリング体験方法の説明にご協力を頂いております。

●ものづくり体験料金		マザー牧場ならではの手作り体験を！ 	 要予約
●畜産体験と、ものづくり体験は同時にお選びいただけません。 ●ご予約は10日前までにご連絡ください。
●予約状況によりお受けできない場合があります。 ●全キャンセルは10日前、人数の変更は前日16：00までに
●雨天時のみの予約はお受けできません。 　ご連絡ください。以降のキャンセルは実費をいただきます。
●原則として、1団体、1コースにご協力ください。 ●席割は10日前までにお願いします。

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

生クリームの入った容器をよく振ってバターを作ります。
出来上がったらクラッカーにつけて試食します。
※お持ち帰りはできません。

小学生
（小3以上） 30分～

40分 ジンギスカン 
ガーデンズ

または 
FARM DINER

20名 200名

700円
（小学生限定）

容器を振って出来たバターを冷水で固めます。
試食はクラッカーにつけてお召し上がりを。
※塩を用意しています。お好みで有塩バターに出来ます。
※お持ち帰りはできません。

中学生以上 900円

ブルーベリー
ジャム作り

ブルーベリーの実を煮て作ります。出来上がったジャムをク
ラッカーにつけて食べる試食コース、または小ビンに入れてお
土産にする持ち帰りコースのいずれかを選択いただきます。

小学生
（小3以上） 30分～

40分 20名 200名
700円

（小学生限定）
出来上がったジャムは、試食とビン詰めにしてのお持ち帰りの
両方が出来ます。 中学生以上 900円

坐禅体験 マザー牧場の創業者、前田久吉が青少年育成のために開設した禅研
修所で坐禅を体験。「何も考えない」ことの難しさと素晴らしさを体験。

小学3年生
以上 60分 禅研修所 20名 86名 700円

●畜産体験料金　牧場の生活を体験しよう！ 専門トレーナーが優しく指導します。	 要予約
●土日祝及び5/2・6はお受けできません。●畜産体験と、ものづくり体験は同時にお選びいただけません。

コース 内　容 対象年齢 所要時間 実施催行人員 料　金最　小 最　大

肉牛コース 肥育牛舎、堆肥工場を見学。経済動物としての肉牛、環境対策、命の大切さ等を学習します。
●牧場産の堆肥をプレゼント。

小4〜高校 約50分

20名 100名 900円

ひつじコース 羊、牧羊犬の習性や管理方法の説明　
●羊関連グッズプレゼント。 20名 80名 900円

乳牛コース
乳牛の習性や管理方法、牛舎施設等の説明＆搾乳体験を学習します。
●うし関連グッズプレゼント。
※開催時間に制限がありますので、お問い合わせください。

20名 80名 900円

仮予約にあたり、
ものづくり体験＆畜産体験のご注意
多くの学校が体験できるようご理解ください。

①畜産体験と、ものづくり体験は同時にお選びいただけません。
②午前の部、午後の部のどちらかをご指定ください。
③体験の内容は、出来るだけお早めにご連絡をいただけるようご協力お願いします。
④原則として、1団体、1体験にご協力ください。

●多目的グランド使用料金　 要予約
ソフトボール、ドッヂボール、綱引き等にどうぞ。

お一人につき1日	………………………… 200円
最低ご利用料金1日	…………………10,000円

●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。
●バスでの乗り入れはできません。まきば駐車場にお停めいただき、徒歩でご移動いただきます。

●記念写真撮影料金	 要予約
サイズ 料金（1枚）

八ツ切り
サイズ

大学生・専門学校生 1,000円
中学生・高校生 750円
幼稚園・小学生 650円

●㈱東日本企画 牧場内事業所：TEL0439-37-2558  携帯080-1311-5865
※写真業者随行の場合、1カットにつき1,500円を申し受けます。（入場料別途1,200円）

■営業時間	 ●2月1日〜11月30日		9：30～16：30（土・日・祝日は9：00～17：00）		●12月1日〜1月31日		10：00～16：00（土・日・祝日は9：30～16：00）
	 ※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。

●遊園施設料金
遊園施設 料　金

とんとんバス（片道） 上り200円・下り100円
サファリペット、ちびっこライド、カーニバル
プラザ 200円

おとぎ列車、サイクルモノレール、サンババ
ルーン、メリーゴーランド、マーメイドパラ
ダイス

300円

観覧車、ファミリーコースター、アイスワールド 400円
スモッグ王国大冒険、トレジャーコレクショ
ン、カード迷路（ぐるり森大冒険） 500円

ファームバンジー １回目 2,500円
２回目以降 2,000円

ファームジップ 1,500円
※ファームバンジー・ファームジップは18歳以下の場合、指定の同意書に保護者の署名が必要です。

ものづくり体験のアレルギー成分に関し
ては、ホームページをご覧ください。
https://www.motherfarm.co.jp/
group/allergy.php

ご予約はHP掲載の「学校団体申込書」へご記入の上、FAXにて承ります。	FAX:0439-37-3337



●入場料＋ハンバーグ＆自家製ソーセージ　ランチBOX

(税込)

　○アレルギー特定原材料7品目
　　　小麦・卵・乳
　○特製のデミグラスソースと自家製ソーセージを使用
　○ライス大盛　プラス100円
　
　※人数の増減は当日午前 9：30 までにご連絡ください。 
　　以降は減員分をお買取りいただきます。 
　※メニューは 1 団体同一メニューでお願いします。

●入場料＋ロースカツカレー　ランチBOX

(税込)

　○アレルギー特定原材料7品目
　　　小麦・卵・乳
　○マザー牧場特製カレーを使用・ボリューム満点
　○ライス・カレールー大盛　プラス100円

　※人数の増減は当日午前 9：30 までにご連絡ください。 
　　以降は減員分をお買取りいただきます。 
　※メニューは 1 団体同一メニューでお願いします。

先生

幼稚園・保育園
小学校

特別支援（小人）

中学校
高等学校

特別支援（大人）

専門学校
大学生

先生

　　　定番のハンバーグとカツカレーをランチBOXでご提案します。

1,800円 1,950円 2,000円 1,500円

　　人気のハンバーグに自家製ソーセージをトッピングしました！

　　特製カツカレーはボリューム満点です！

1,500円2,000円1,950円1,800円

幼稚園・保育園
小学校

特別支援（小人）

中学校
高等学校

特別支援（大人）

専門学校
大学生



＊食事 　レストランでのお食事のご希望がある場合はこちらへご記入ください。

＊デイキャンプ 調理から片付けまで行うデイキャンプをご希望の場合はこちらへご記入ください。

※ソフトクリーム・お食事・デイキャンプのアレルギー表については、当社ホームページの団体プランよりご確認ください

＊体験 食事・デイキャンプ以外の体験等のご希望がある場合はこちらへご記入ください。

※食事・デイキャンプ・体験の予約につきましては予約状況・時間帯により、お受けできないこともございます。あらかじめご了承ください。

＊旅行業者様

メニュー

※いずれかに○をしてください。　（キャンセル料：＊３日前～２日前…20％　＊前日・当日…50％）

マザー牧場　営業部　営業課

TEL　0439-37-3211

FAX　0439-37-3337

前泊　　　当泊　　　日帰り 宿泊施設名

支払方法 現金　　　前振込　　　 ※各項目いずれかに○をしてください

交通手段 　バス（バス会社名　　　　　　　　　　　・　　　　台）　　　乗用車　　　現地集合

商品名① ご希望時間

番号のお掛け間違えにご注意ください

：

ご担当者 様

添乗員
様

TEL

ご予約・お問い合わせ

必要事項をご記入の上、下記までFAXをお願いいたします。

会社名 様

TEL

FAX

宿泊

：

商品名② ご希望時間 ：

□ カップ指定の場合は
チェックを入れてください

※いずれかに○をしてください

ご希望時間
　　　焼きそば　  カレー  　バーベキュー　　

バーベキュー
＆焼きそば

※いずれかに○を記入の上、メニュー詳細がお決まりの場合は下記にご記入ください

メニュー名 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※人数変更は当日９：３０まで、和食メニューの場合は前日16：00までにお願いいたします

添乗員・乗務員様
食事

別メニュー・別会場
５００円（税込） 名

支払 添乗員　　　　乗務員   　 幹事

ご希望時間
※いずれかに○をしてください

雨天時
催行　　　　中止

※いずれかに○をしてください
当日連絡先

先生

ソフト券
レギュラー　　　　　スモール　　　　　無し

11：30～　13：30～ メニュー ジンギスカン　　　洋食　　　和食

TEL

※添乗員様がつかない際にご記入ください

乗務員

名 名 名 名 名 名

旅行業者添乗員
人数内訳

園児・児童・生徒 先生 付添い保護者 撮影業者

：

ご住所 幹事様
先生

ＴＥＬ ＦＡＸ

ご来場日
　　　　年　　　月　　　日（　　）

到着時間 ： 出発時間

マザー牧場　学校団体予約申込書

お申込日　　　　年　　　月　　　日 本予約  or  仮予約（　　月　　日まで）※7～30日間程度でお願いいたします。

フリガナ

学校名
学年　　　　　　年生

〒

※

食
事
・デ
イ
キ
ャ
ン
プ
の

両
方
の
押
さ
え
は
で
き
ま
せ
ん

【備考】


