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富良野ﾈｲﾁｬｰｸﾗﾌﾞ 2016-17年 修学旅行･団体旅行ｳｲﾝﾀｰ期体験ﾒﾆｭｰ
【gw01】かなやま湖氷上わかさぎ釣り
■期 間 １２月２５日頃～３月１５日頃
※湖の凍結状況により、開催期間は変ります。
■場 所 南富良野町かなやま湖(北の峰各ホテルより車で約１時間)
■体験時間 １～３時間
■可能人数 ３０名(１日最大２回/計６０名)
氷に覆われた冬のかなやま湖の上で穴釣りを楽しみます。インストラクターが釣場のポ
イント等をアドバイスし、釣ったわかさぎはその場で天婦羅にして試食します。新鮮な
わかさぎのとろけるような美味しさは最高です。
弊社でご用意する物 釣り具一式、餌、長靴
※持ち物 スキーウェア等の温かく動きやすい服装、グローブ、防寒靴(長靴)、耳当てや
帽子等。

【gw02】スノーシュートレッキング
■期 間 １２月２０日～３月３１日
■場 所 白金温泉周辺又は美瑛、十勝岳山麓等(北の峰各ホテルより車で約１時間)
■体験時間 ３０分～２時間
■可能人数 ３０名(１日最大２回/計６０名)
カナダ製のスノーシュー(北方インディアンの雪上歩行用かんじき)を防寒長靴に装着し
て、富良野の丘陵地帯や十勝岳の裾野を雪上ハイキング。ガイドが指導しますのでス
キーが不得意な人でも新雪をドンドン進む事が出来ます。
新富良野プリンスホテル南側からスタートするコースだと約１～２時間の雪の森林散策
ができます。
弊社でご用意する物 スノーシュー、長靴
※持ち物 スキーウェア等の温かく動きやすい服装、グローブ、耳当てや帽子等。

【gw03】ネイチャースキーツアー
■期 間 １２月２０日～３月３１日
■場 所 富良野スキー場周辺又は美瑛、十勝岳山麓等(北の峰各ホテルより車で約１時間)
■体験時間 ３０分～２時間
■可能人数 １２名(１日最大２回/計２４名)
氷点下の不思議な雪の世界を｢歩くスキー｣で覗いて見ませんか。ゲレンデでのアルペン
スキーとはまったく違うネイチャースキーで雪に覆われた幻想的な白い森のトレッキン
グ、ネイチャーウォークのウィンターバージョンです。ガイドが滑り方の指導をします
のでアルペンスキーが苦手な人や初心者でも安心です。
弊社でご用意する物 スキー用具一式(シューズ･ストック･スパッツ含む)
※持ち物 スキーウェア等の温かく動きやすい服装、グローブ、耳当てや帽子等。

【gw04】写真講習
■期 間 １２月２０日～３月３１日
■場 所 美瑛・白金・富良野周辺
■体験時間 ２～４時間(移動時間含む)
■可能人数 ４０名(１日最大２回/計８０名)
雪化粧してクリスマスツリーのような樹氷、真っ白な十勝岳連峰の神々しい山並み、雪
原にはキタキツネの足跡。富良野周辺の写真集や絵葉書で活躍中の先生に同行して頂
き、シャッターポイントでの色々なアドバイスを受けることができます。構図やアング
ル等、ほんの一寸したことで写真の出来映えが違うのがよく分かります。
※撮影ポイントへの移動には、参加人数に応じた車輌が必要となります。
※持ち物 カメラ､フイルム､スキーウェア等の温かく動きやすい服装､グローブ､防寒靴
(長靴)､耳当てや帽子等。

◎ファミリースノーランド体験メニュー
【gw05】スノーイグルー作り
■期 間 １２月２０日～３月１０日(※厳冬期以外は夜間のみの開催です。)
■場 所 ファミリースノーランド(新富良野プリンスホテル敷地内)、その他
■体験時間 夜間３０分～２時間又は日中２～３時間
■可能人数 ８０名(１日最大２回/計１６０名)
雪を凍らせたスノーブロックや切り出した凍雪を積み重ねてカナダ北東部のイヌイット
の伝統的な半球形の氷の家｢イグルー｣を作ります。大変な作業ですが、出来あがったと
きの感動は格別です。知っていますか？イグルーの中はとても暖かいんですよ！
弊社でご用意する物 防寒用ゴム手袋(水濡れの可能性が高い作業をする生徒のみ)
※持ち物 スキーウェア等の温かく動きやすい服装、グローブ、防寒靴(長靴)、耳当てや
帽子等。

【gw06】スノーモービル
■期 間 １２月２０日～３月２０日
■場 所 ファミリースノーランド(新富良野プリンスホテル敷地内)
■体験時間 １回当り５～１５分
■可能人数 １時間当り約４０名(１日最大４回/計１６０名)
雪上を駆け抜ける快感！冬のモータースポーツ･スノーモービルを体験して見ません
か。クローズドコースですからライセンスが無くても大丈夫。１周約１～２ｋｍのコー
スを周回します。
※スノーモービルは各自で運転して頂きます。可能人数は１回２～５台です。
※持ち物 スキーウェア等の温かく動きやすい服装、グローブ、防寒靴(長靴)、耳当てや
帽子等。

【gw07】スノーラフティング
■期 間 １２月２０日～３月２０日
■場 所 ファミリースノーランド(新富良野プリンスホテル敷地内)
■体験時間 １回当り約５分
■可能人数 １時間当り約２４名(１日最大４回/計９６名)
夏の川下りに大活躍のラフティングボートをスノーモービルに連結し、雪煙を全身に浴
びながら真っ白い雪原を駆け回ります。ストレートのスピード感、コーナーでの横Ｇな
ど未知の滑走感を体感して下さい。搭乗可能人数は１度に２～３名です。
※持ち物 スキーウェア等の温かく動きやすい服装、グローブ、防寒靴(長靴)、耳当てや
帽子等。

【gw08】スノーバナナボート
■期 間 １２月２０日～３月２０日
■場 所 ファミリースノーランド(新富良野プリンスホテル敷地内)
■体験時間 １回当り約５分
■可能人数 １時間当り約２４名(１日最大４回/計９６名)
スノーモービルに牽引されたバナナボートに跨って雪上ドライブ。振り落とされないよ
うにしっかりとしがみ付いていて下さい。スノーラフティングより幾分ソフトな乗り心
地ですから、激しいと気持ちが悪くなる人や回転するのが苦手な人でも大丈夫です。搭
乗可能人数は１度に２～３名です。
※持ち物 スキーウェア等の温かく動きやすい服装、グローブ、防寒靴(長靴)、耳当てや
帽子等。
★ファミリースノーランド遊び放題プラン … スノーモービル･ラフティング･バナナボート３種目の１時間遊び放題プランです

◎カントリーテラス体験メニュー
【gs31】ふらのベリージャム＆アイス手作り体験
★夜のホテル出張体験ＯＫ！ ★荒天時の代替案ＯＫ！
■期 間 通年
■場 所 カントリーテラス(北の峰各ホテルより車で約１０分)又は他会場
■体験時間 ２時間
■可能人数 １２０名(１日最大３回/計３６０名)
●ベリージャム作り(約１時間)
地元の果物(ハスカップや苺)を使った本格的なジャム作りを体験していただきます。
作ったジャムは小瓶に入れて持ち帰り出来ます。
●アイスクリーム作り(約１時間)
北海道の新鮮な牛乳と天然バニラを使ったジェラートタイプのアイスクリームです。冷
凍庫を使わず氷で冷やして作り、手作りジャムをかけて試食して頂きます。
★荒天時の代替案として選択可能です。事前にお申込み下さい。

【gs32】ふらの豚ソーセージ手作り体験
★夜のホテル出張体験ＯＫ！ ★荒天時の代替案ＯＫ！
■期 間 通年
■場 所 カントリーテラス(北の峰各ホテルより車で約１０分)又は他会場
■体験時間 ２時間
■可能人数 １２０名(１日最大３回/計３６０名)
地元産のかみふらの豚を使ったソーセージ作り。スパイスで味付けされたひき肉を腸詰
した後、羊腸をねじって形を整えボイルと燻製にし、アツアツのソーセージを試食する
ことが出来ます。時間があれば、ミートローフ作りやチーズなど他の素材を使った燻製
まで楽しめます。
◎防腐剤を使用していない為、会場での食べきりとなります。
★荒天時の代替案として選択可能です。事前にお申込み下さい。

【gs33】ふらの野菜パン＆バター手作り体験
★夜のホテル出張体験ＯＫ！（バター手作り体験のみ）
■期 間 通年
■場 所 カントリーテラス(北の峰各ホテルより車で約１０分)又は他会場
■体験時間 ２時間
■可能人数 ４０名(１日最大３回/計１２０名)
北海道産小麦粉を使用し、一次発酵済の生地を用いてコロポックルオリジナルの野菜パ
ンを作ります。主に成形（形作り）を行いますが、時間に余裕があれば生地こねも体験
していただきます。バターは、ビンに入れた生クリームを振って作り、焼き立てのパン
につけて試食します。
★材料の都合上(バター原料の生クリーム消費期限が短い為)、晴れと雨は同じ人数でお
願いします。
【荒天時の代替案としては選択出来ません】

【gs34】木工クラフト講習
★夜のホテル出張体験ＯＫ！ ★荒天時の代替案ＯＫ！
■期 間 通年
■場 所 カントリーテラス(北の峰各ホテルより車で約１０分)又は他会場
■体験時間 ２時間(１時間コースもあります)
■可能人数 １２０名(１日最大３回/計３６０名)
丸太や流木など自然の素材を使って置物やフォトスタンド等を作ります。更に、ドライ
フラワーやコロポックルオリジナルパーツのクマゲラやふくろうを使うとバリエーショ
ンが広がります。
★荒天時の代替案として選択可能です。事前にお申込み下さい。

【gs35】羊毛クラフト講習
★夜のホテル出張体験ＯＫ！ ★荒天時の代替案ＯＫ！
■期 間 通年
■場 所 カントリーテラス(北の峰各ホテルより車で約１０分)又は他会場
■体験時間 ２時間(１時間コースもあります)
■可能人数 ４０名(１日最大３回/計１２０名)
ふわふわの本物の羊の毛をフェルト等に貼り付け、針で差込んで作品を作ります。1時
間コースでは羊の壁掛けキットを、2時間コースではお好きなデザインのオルジナル壁
掛けを作ります。
★荒天時の代替案として選択可能です。事前にお申込み下さい。

【gs36】陶芸体験(手捻り･ろくろ)
★荒天時の代替案ＯＫ！
■期 間 通年
■場 所 カントリーテラス(北の峰各ホテルより車で約１０分)又は他会場
■体験時間 手捻り １時間３０分～２時間
ろくろ １名５分～１５分(２時間で20人の場合、120分÷20人＝1人６分)
■可能人数 手捻り 1回４０名(１日最大３回/計１２０名) ろくろ 1時間当り約１０名
●手捻り陶芸体験 粘土をのばして作ります。先生は指導しますが、各自で最初から最
後まで作ってもらうので個性と手作りの味が出ます。厚みがあるので、皿、置物、箸置
きなどが向いています。
●ろくろ陶芸体験 初心者には難しいろくろですが、先生が完全指導しますので立派な
作品が出来ます。１台の電動ろくろを順番で使います。湯のみ、茶碗、カップ、花瓶な
どが向いています。
◎制作後４５～６０日で学校宛に発送します。色付け･焼成は陶芸家が責任を持って行
ないます。
★荒天時の代替案として選択可能です。事前にお申込み下さい。

団体･修学旅行のお客様は －＞ ●フラノ自然体験村 コロポックル へご相談を！
フラノ自然体験村 コロポックル 〒０７１-0771北海道空知郡中富良野町東１線北５号
ＴＥＬ ０１６７-４４-２５８３ ＦＡＸ ０１６７-４４-４４４４
e-mail : koropo@tmt.ne.jp http://www.koropo.com
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2016-17年 修学旅行･団体旅行ウインター期 体験メニュー料金表
体験メニュー

団体料金(10名様以上) 一般料金(10名様未満)

【gw01】かなやま湖氷上わかさぎ釣り

¥4,630

¥5,400

【gw02】スノーシュートレッキング

¥3,590

¥5,400

【gw03】ネイチャースキーツアー

¥3,590

¥5,400

¥50,000

設定なし

【gw04】写真講習 １回の講習につき

ex)生徒25人で1人当り
¥2,000
【gw05】スノーイグルー作り

¥1,540

¥1,540

【gw06】スノーモービル

¥1,540

¥1,540

【gw07】スノーラフティング(ロングコース)

¥1,540

¥1,540

【gw08】スノーバナナボート(ロングコース)

¥1,540

¥1,540

【gw09】★ファミリースノーランド遊び放題プラン
スノーモービル･ラフティング･バナナボート３種目の
１時間遊び放題プランです

¥3,500

¥3,500

【gs31】ふらのベリージャム＆アイス手作り体験

¥3,080

¥3,450

ふらのベリージャム手作り体験

¥1,540

¥1,730

アイスクリーム手作り体験

¥1,540

¥1,730

【gs32】ふらの豚ソーセージ手作り体験

¥3,080

¥3,450

【gs33】ふらの野菜パン＆バター手作り体験

¥3,080

¥3,450

ふらの野菜パン手作り体験

¥1,540

¥1,730

バター手作り体験

¥1,540

¥1,730

2時間コース

¥2,570

¥3,080

1時間コース

¥1,540

¥1,730

2時間コース

¥2,570

¥3,080

1時間コース

¥1,540

¥1,730

¥4,110

¥4,110

【gs34】木工クラフト講習
〃
【gs35】羊毛クラフト講習
〃

【gs36】陶芸体験(手捻り･ろくろ/送料込)

※上記金額は全て税８％込料金です。

団体･修学旅行のお客様は －＞ ●フラノ自然体験村 コロポックル へご相談を！
フラノ自然体験村 コロポックル 〒０７１-0771北海道空知郡中富良野町東１線北５号
ＴＥＬ ０１６７-４４-２５８３ ＦＡＸ ０１６７-４４-４４４４
e-mail : koropo@tmt.ne.jp http://www.koropo.com

