修学旅行 体験学習プログラム （札幌エリア）
アウトドア体験
番号

（税込料金）

体験名称

コース

レンタル内容

料金

ウォーキングポール

￥2,500

体験時間（分）

人数

期間/条件

①中島公園コース
1

ノルディックウォーキング
札幌フットパス

②北大コース
③円山公園コース

90 ～ 120 10～40名

積雪期以外
小学生以上

④大倉山ジャンプ台コース
札幌慈啓会病院横登山口～頂上までの往復コース
2

3

藻岩山ハイキング

標高531mの頂上からの石狩平野の雄大な風景が見降ろせま
す

藻岩山サンセットハイキング

慈恵会病院横登山口 ⇒ 頂上⇒モーリスカー ⇒ ロープ
ーウェイで山麓停留所まで ※ モーリスカーロープーウェイは 別
途900円かかります

￥2,160 150 ～ 180 10～40名 5月初旬～10月下旬

60 ～ 90
￥2,160

頂上からの下りはロープーウェイを利用しそのまま札幌市電で帰り
ます。 （料金別途）
ばんけいパークゴルフ場コース
4

パークゴルフ用 クラブ 、
ガイドが同行してルール説明やレッスン ボール、スコアカード等 ￥2,700
があります。ご相談下さい

パークゴルフ体験

北大キャンパスビジット
5

（ガイドは北大生です）

6

7

北大留学生との
交流プログラム

9

Ⓐ留学生と巡るキャンパスツアー
Ⓑ留学生と巡る札幌市内ツアー

英語でのコミュニケーション

ⓒ留学生との交流懇親会

スノーシュートレッキング

札幌市中央区円山公園
トレッキングコース周辺

（ガイド付き）
8

北海道を代表する最高学府の自然豊 1班10名/ガイド1名
かな風景や文化遺産など北大構内の
￥1,300
施設やキャンパス内をガイドと共に巡り 学生食堂での食事も可
ます
能です

スノーモービル ツーリング

札幌ばんけい周辺の林道コース

（ガイド付き）

見晴らし台からの展望は最高！

1班10名/ガイド1名
1班 6名/ガイド1名
1班 7名/ガイド1名

10～40名 5月初旬～10月下旬

90 ～ 120
2時間程度

5月下旬～10月下旬

15～40名 営業時間内

（9：00～17：00）

60 ～ 90

通年9：00 ～16：00

20～40名
1.5時間程度

学内行事で不可の時期もあ
ります。

￥1,620

60 ～ 90 10～30名 通年9：00 ～16：00

￥2,700

90 ～ 120 18～60名

学内行事で不可の時期もあ
ります。

￥3,240

90 ～ 120 35～70名

ガイドと一緒の食事も
能です

防寒具レンタル有

￥11,000 60 ～ 90

10～30名
要応談

￥3,080 120 ～ 150 28～84名

12月中旬～3月初旬
12月中旬～3月下旬
催行不可の時期もありますの
でご相談ください。

1.すべてのプログラムにガイドが同行いたします。
2.アウトドア体験は天候などにより場所の変更、又は中止になる場合も有ります。
3.アウトドア体験参加の方は各自飲料水、帽子、タオル、虫よけスプレーなど持参して下さい

諸注意事項

4.動きやすい服装（長袖、長ズボン、運動靴等）をしてご参加下さい。
□ 定員の最大数を超える参加希望のある場合はご相談ください。
□ 引率者の料金 ：参加生徒20名につき引率者1名無料となります。それを超える場合は参加生徒と同料金になります。
キャンセル料について
●実施日2週間前から8日前まで

無料の人数
1～5名まで

●実施日1週間前から2日前まで

有料の人数
6名以上から（キャンセル人数－5名）×料金の20％
3名以上から（キャンセル人数－2名）×料金の20％

1～2名まで

●実施日前日
●実施日当日

3名以上から（キャンセル人数－2名）×料金の50％
3名以上から（キャンセル人数－2名）×料金の100％

ジャパンレンタル株式会社・ジャレンコユースプロジェクト
〒063-0012

札幌市西区福井９丁目１-２３

ＴＥＬ 011-666-5995

可

スノーシュー/ブーツ/ ポ
ール/ウェア/ 手袋帽子 ￥5,000 120 ～ 150 10～30名 12月中旬～3月初旬
：レンタル有

国際大会の簡易ルールです。
敵 特設会場/雪玉製造機
ヘルメット/ゼッケン
のフラッグをとるか！全滅させるか！ チ
ームワークが勝敗のカギだ
審判付き、試合形式
いざ出陣！

スポーツ雪合戦

季節により日没時
間が変わりますので
ご相談下さい

ＦＡＸ 011-667-7721

Ｎ０020303ＨＮ

修学旅行 体験学習プログラム （札幌エリア）
インドア体験

税込料金

※催行時期は通年ですが、一部材料が手に入らず出来ないものも有ります。
番号

体験名称

内

容

料金

体験時間（分）

人数

期間/条件

10 そば打ち体験

北海道産のそば粉を使って手打ちそば作りに挑戦します。
￥2,700 120 ～ 150 20～40名 通年9：00～17：00
自分で打ったそばの味は格別です。

11 生キャラメル作り体験

北海道産の食材を使って濃厚なミルクきゃらめるを作りま
す。同じ食材と量をつかっても出来上がりがグループごとに
違います。袋に詰めてお土産に！！

￥2,160

70 ～ 90 20～60名

〃

12 ジャム作り体験

旬の食材リンゴ/いちご等をつかってジャムを作ります。作っ
たジャムはラベルを貼ってびん詰めにしてお持ち帰リ

￥1,540

70 ～ 90 20～60名

〃

13 アイスクリーム作り体験

北海道産牛乳をつかって特製アイスクリームを作リます

￥1,540

50 ～ 60 20～60名

〃

14

生キャラメル ＆ アイス
クリーム作り体験

№１１と１３を２種目実施します。

￥3,500

90 ～ 120 20～60名

〃

15

ジャム ＆アイスクリーム
作り体験

№１２と１３を２種目実施します。

￥3,080

90 ～ 120 20～60名

〃

道産食材を使ってスープカレー作りに挑戦します。香辛料
の組み合わせで究極の逸品を作りましょう。

￥3,500 120 ～ 150 20～40名

〃

天然石とビーズを使ったブレスレットです。
運を開く石
や色、より優しくなれる石や色などいろいろな天然石の中
から好きなものを選んで作ります。

￥2,160

60 ～ 90 20～40名

〃

天然石のラリエット作り
18
体験

天然石とビーズを使ったひも状のアクセサリー、つなぎにはス
テンコードを用いてデザインしながら結んでゆきます。金具を
￥2,160
使わないのでアレルギーの人も安心、 奥ゆかしく魅力的
な胸もとやヘアスタイルの演出にどうぞ...

60 ～ 90 10～30名

〃

19 サンキャッチャー作り体験

太陽の光とパワーを受けて室内が虹色の海のように輝
く..... 窓際に置いて楽しんで下さい。
心がウキウキするインテリアです。

60 ～ 90 10～30名

〃

16 スープカレー作り体験

17

パワーストンのブレスレト
作り体験

◆諸注意事項◆

￥2,160

◆催行場所： 札幌 特設会場

□ 定員の最大数を超える参加希望のある場合はご相談ください。
□引率者の料金 ：参加生徒20名につき引率者1名無料となります。それを超える場合は参加生徒と同料金になります。

キャンセル料について
●実施日2週間前から8日前まで

無料の人数
1～5名まで

●実施日1週間前から2日前まで

有料の人数
6名以上から（キャンセル人数－5名）×料金の20％
3名以上から（キャンセル人数－2名）×料金の20％

●実施日前日

1～2名まで

●実施日当日

3名以上から（キャンセル人数－2名）×料金の50％
3名以上から（キャンセル人数－2名）×料金の100％

ジャパンレンタル株式会社・ジャレンコユースプロジェクト
〒063-0012

札幌市西区福井９丁目１-２３

ＴＥＬ 011-666-5995

ＦＡＸ 011-667-7721

Ｎ０020303ＨＮ

通年9：00～17：00

