
体験牧場のキーワードは「こころ」
牛も健康、家族も元気、お客さまも笑顔！

お互いありがとうのこころで

お互いが 笑顔笑顔笑顔

牛たちの命のおかげで生活させてもらっている

また、生産した農産物を買っていただいているから

経営や生活が成り立っている

私たちは自分が作った物を顔の見える人達へ

贈りたいと思っています。

安心、安全なものを食べたいと願っている

顔の見える信頼できる生産者から購入したい…

あたたかい心と笑顔で食卓がいっぱいになったら…

家族みんなが健康でしあわせになりたい

生産者
は

消費者
は

たくさんの人と会話がしたい

会　話

コミュニケーション

●平成元年から放牧（放牧地
には化学肥料は使用してい
ない）
●牧区の仕切り方、通路の設
置、水飲みの設置、骨炭の使
用など新たな方法
●昼夜放牧（５月の中旬から１
２月上旬）

渡辺体験牧場の
放牧について
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渡辺体験牧場

ＴＥＬ　０１５（４８２）５１８４　ＦＡＸ　０１５（４８２）１３６０

〒088-3222　北海道川上郡弟子屈町原野646-4

渡辺体験牧場
ホームページ　http://www.wataiken.co.jp/

メール　wataiken@dream.ocn.ne.jp

※渡辺体験牧場ホームページ内ショッピングコーナーでも取扱って
　おります。
※在渡边体验牧场网站的购物角也有经销。
※Visit Watanabe Experience Ranch homepage shopping center for order
　http://www.wataiken.co.jp/

メニュー 菜单  Menu

◆こだわりチーズタルト
　精制奶酪挞　Original cheese tart 

◆熟成ゴーダチーズケーキ
　熟成高德奶酪蛋糕

　Aged Gouda cheesecake

◆ミルクサブレー
　牛奶饼干 Original milk sable cookie

◆ミルクソープ
　（牛のおっぱいミルク入り）
　バニラの香り
　牛奶香皂 

　（成分里含有牧场的牛奶） 

　Milk soap
　（Original milk combination soap）
　Fregrance of the Vanilla

◆摩周ジンギスカン
　摩周成吉思汗火锅

　Mashu Genghis Khan lamb BBQ

 　　牛のおっぱいソフトクリーム
牧场的霜淇淋
Original milk ice cream

丰盛的配料 
Various topping

黒ごまソフトクリーム
黑芝麻霜淇淋
Black sesame soft ice cream

生チョコソフトクリーム
生巧克力霜淇淋
Ganache(chocolate） soft ice cream

チーズケーキソフトクリーム
芝士蛋糕霜淇淋 
Cheese cake soft ice cream

小倉ソフトクリーム
红豆沙霜淇淋 
Red beans soft ice cream

さくら餅ソフトクリーム（数量限定）
樱叶饼霜淇淋（数量有限）
Sakuramochi soft ice cream

¥350

¥400

¥500

¥500

¥500

¥500

¥880

¥300

北海道ビーフカレー
北海道的牛肉咖喱 
Hokkaido beef curry

ジャンボフランク（1本）
大烤肠（1根）
Jumbo Frankfurter sausage
 (one sausage)

   北海道に来たなら

　     来北海道必吃

You can’ t say you are in Hokkaido until you do this

ジンギスカン
（野菜、肉180g・ライス・お茶）

成吉思汗火锅（蔬菜、肉180g、米饭、茶）

Genghis Khan lamb BBQ

 (served with vegetables, mutton

180 grams,  bowl of rice and tea)

¥1,980

商品一览  Product list
商品一覧

◆牛のおっぱいコーヒーミルク（200㎖）
　牧场的咖啡牛奶（200ml）

　Original coffee milk (200 ml)

◆牛のおっぱいミルクチョコレート（200㎖）
　牧场的巧克力牛奶（200ml）

　Original chocolate milk (200 ml)

◆牛のおっぱいミルク （200㎖）
　牧场的牛奶（200ml）

　Original milk (200 ml)

◆牛のおっぱいジャム（プレーン 140ｇ）
　牧场的奶酱（140g）

　Originalmilk jam (plane 140 g)

◆牛のおっぱいのむヨーグルト
　牧场的酸奶
　Original Yogurt drink

◆牛のおっぱいミルクかりんとう
　牛场的牛奶花林糖 

　Original milk combination Karinto

¥1,320

牧場特製ピザ
（渡辺体験牧場のチーズたっぷりとろ～り）
牧场特制披萨
（渡边体验牧场的奶酪量大浓稠）
Ranch’s homemade special pizza
 (with Watanabe Experience Ranch’s rich,
 creamy cheese)

盛りだくさんのトッピング

牧
場
オ
ス
ス
メ
！

牧
场
推
荐
！ 

Recommendation of the ranch
つながる

北海道中山間地域等直接支払制度
弟子屈町・弟子屈集落

北海道中山间地区等直接支付制度　弟子屈町弟子屈村落

Hokkaido mountainous regions direct bene�t plans  Teshikaga-town / Teshikaga village

牛も健康
家族も元気お客様も笑顔

Teshikaga-town
弟子屈町
て　し かが

牛是健康的
家人充满活力
顾客喜笑颜开The cows are alsolivelyHappy, lively familyGuests beaming withsmiles中国語版

Chinese



単品メニュー

¥1,400
¥500
¥400
¥800

¥1,400
¥600

◆乳しぼり体験（牛乳付） 〈めんこい牛です 感動と感謝〉
　 挤牛奶体验（送牛奶）
　〈MENKOI牛，感动感恩〉

◆トラクターで大草原周遊 〈まさしく北海道を満喫！〉
　 乘拖拉机周游大草原 
　〈饱览北海道!〉

◆牛のえさ（1袋） 〈牛タンでペロンと食べてくれる〉追加OK！
　 牛饲料（1袋）
　〈牛舌舔食〉可续加!

◆バター作り体験（牛乳付）〈ビンを強く振ると中にかたまりが…〉
　 黄油制作体验(送牛奶)
　〈用力摇晃奶瓶，瓶中出现结块⋯⋯〉

◆アイスクリーム作り（2人分）〈卵、砂糖、エッセンス加え〉
　 冰淇淋制作（2人份）
　〈加鸡蛋、砂糖、香精〉

◆牧場探検隊クイズ（牛の観察+たしざんの計算+景品付き）
　 牧场探险队智力竞赛
　（牛的观察+加法计算+送赠品）

◆大草原カート（4人乗り）（1台）〈気分爽快！〉
　 大草原载人车（搭乘4人）（1辆）
　〈心情畅爽!〉

◆子牛とのふれあい体験（10：00～14：00）体調不良・雨天中止
　 和小牛亲密接触体验
　〈身体不舒服·在雨中取消 〉

◆牛へのブラッシング体験〈お友達になってね☆やさしくネ〉
　 牛身梳理体验
　〈交个朋友吧☆要温柔一点啊〉

◆ハンモックでおひるね体験〈疲れているお父さんにおすすめ〉
　 吊床午睡体验
　〈推荐给疲惫的爸爸们〉

◆芝刈り機で芝刈り体験〈一度はやりたかった〉
　 割草机割草体验
　〈早就想玩一次了〉

◆三年後に届く手紙（切手・葉書か封筒含む）〈感動と感謝をおくる〉
　 三年后送达的书信（含邮票、明信片或信封）
　〈送去感动和感恩〉

◆開拓、まるた切り体験（両引きノコで切り、木は持ち帰り）
　 开拓体验、锯圆木体验
　（用推拉锯锯木、锯下的木头可带走）

¥1,000
無料免费的

¥700
¥700

¥1,100
¥600

¥1,300

¥2,000

乳しぼり体験・トラクターで
草原周遊・えさやりコース

所要時間 約４０分/１名様
（3歳児以上同一料金・２歳児以下参加無料）

所需时间约40分钟／1位

（三岁以上是同样的金额·2岁以下幼儿免费参加） 所要時間 約8０分/１名様
（3歳児以上同一料金・２歳児以下参加無料・２名様以上での申込み）

所需时间约80分钟／1位

（三岁以上是同样的金额·2岁以下幼儿免费参加·2位一组报名）

所要時間 約3０分/１名様
（3歳児以上同一料金・２歳児以下参加無料）

所需时间约30分钟／1位

（三岁以上是同样的金额·2岁以下幼儿免费参加）

所要時間 約4０分/１名様
（3歳児以上同一料金・２歳児以下参加無料・２名様以上での申込み）

所需时间约40分钟／1位

（三岁以上是同样的金额·2岁以下幼儿免费参加·2位一组报名）

❶乳搾り体験 挤牛奶体验

❷牛乳試飲 牛奶试饮

❸トラクターで大草原周遊
　  乘拖拉机周游大草原

❹えさやり体験 喂饲料体验

スペシャルコース

「乳しぼり体験とトラクターで草原周遊コース」に
バター・アイスクリーム作り体験がプラスされます。

❶乳しぼり体験・トラクターで大草原周遊・エサやりコース
　體验幫乳挤奶及搭乘牧场卡車暢遊草原一圈 

❷バター作り体験 黄油制作体验

❸アイスクリーム作り体験
　  冰淇淋制作体验

“挤牛奶体验和乘拖拉机周游草原套餐”加上黄油和冰淇淋制作体验。

見て 聞いて 触れて 貴重な体験をしてみませんか！！
看一看、闻一闻、摸一摸，参与宝贵的体验吧!!

¥1,500

バター作りとトラクター
エサやりコース

❶バター作り体験 黄油制作体验

❷牛乳試飲 牛奶试饮

❸トラクターで大草原周遊
　  乘拖拉机周游大草原

❹えさやり体験 喂饲料体验

¥2,700

雨天おすすめコース

❶乳搾り体験 挤牛奶体验

❷牛乳試飲 牛奶试饮

❸アイスクリーム作り体験 冰淇淋制作体验

❹バター作り体験 黄油制作体验

コース体験メニュ
ー

¥3,500

¥800
❶コース体験の付添料（乳しぼり説明・見学・トラクター・牛乳試飲）
  　簡單體验課程

　（費用包含跟乳牛一起拍照·

　　　　　　　　搭乘牧场卡車 ·鮮奶） 

体验，绽放如此灿烂的笑容!!

體验幫乳挤奶及搭乘牧场卡車暢遊草原一圈 

①教育农场计划 ②教育农场计划 ③教育农场计划

④教育农场计划

⑤酪农教育农场计划

幫乳牛挤奶及奶油·冰淇淋製作言課程（特別課程） 

黄油制作和拖拉机喂饲料套餐

雨天方案！
幫乳牛挤奶及奶油·冰淇淋製作言課程

所要時間 AM9:30受付開始（スタート10：00～12:30ごろ食事）
１名様（3歳児以上同一料金・２歳児以下参加無料）

所需时间AM9:30开始受理（开始10:00～12:30左右用餐）

1位（三岁以上是同样的金额·2岁以下幼儿免费参加)

¥6,500

❶乳搾り・バター・アイスクリーム作り体験
　  挤牛奶、黄油和冰淇淋制作体验

❷牛や酪農についての説明 关于牛和酪农的说明

❸牧草を手で刈ります 手工割牧草

❹3年後に届く手紙 3年后寄到的信

❺ジンギスカンで昼食! 成吉思汗火锅午餐！

❻牧草地の牛とお友達に 与牧草地的牛交朋友

酪农教育农场
半日牧场体验套餐

单项体验

项目

套餐体验项目

推荐给不参加挤牛奶体验的朋友！

❶教育ファームプログラム ❷教育ファームプログラム ❸教育ファームプログラム

❹教育ファームプログラム

❺酪農教育ファームプログラム

盛り沢山最もお得！なスペシャルコースです
内容丰富的超值特别套餐。

わかりやすい
解説が付きます。
附带简明易懂的解说。 予約制になります。TEL015-482-5184

实行预约制。TEL015-482-5184 

昼食付き
送午餐

酪農教育ファーム
半日牧場体験コース


