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地球の個性と魅力の最前線！
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マルベリーが目指すもの

五感を通した気づきと学びを伝えたい

旅は人の心をニュートラルにして、やわらく解きほぐします。

そして、それが田園への旅であったら、旅人の心はさらに感度を高めて、たくさんのことを五感で吸収す

ることができるでしょう。

３６５日、その土地の風土と素手で向き合っている生産者の皆さんは、いつも明るく、そしてたくましく

暮らしています。自然とともに働くことが生き方そのものになっている人がもつ強さや純粋さにふれる

ことは、都会に暮らす人々にとって、たくさんの気づきや学びをもたらすことでしょう。

それは、単なる知識や教養としての学びではなく、もっと深いところに根ざす、人生や未来への気づきだ

と思います。

マルベリーは、パッケージになった一般的な文化体験メニューとは少し異なる方法を志向しています。

私たちは、その土地に根ざした生産者のいきいきとした仕事現場に、皆さまのみずみずしい好奇心と、

しなやかな心身をご案内します。



どんな先進都市でも、大地との絆を失っては生きられない。

私たちはそう思います。

そして大地や海を舞台にした暮らしの営みもまた、

都市や、都市に生きる人々との出会いを必要としています。

ひと昔前には想像もできなかった規模とスピードで

グローバル化が進む日本の産業。

しかし安さや便利さを求めるだけの社会は、

やがて自分たちが拠って立つ基盤の危うさに気づくはずです。

私たちが私たちであるために、大地と人、

そして人と人とのつながりを

さらに大切に育んでいくことが求められています。

マルベリーは、一次産業の現場と都市を、

消費ではなく新しい観光で結びます。

あなたと大自然の営みが交わるところから、

きっと思いも寄らなかった発見や経験が生まれていきます。



いわない

スペース・アップルよいち

札幌

千歳

小樽

Area Map
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四季を畑の色、作物の生長、食と五感で感じるニセコ羊蹄エリア。放射能、TPP、原油高騰などの問
題に対して日本の第一次産業の本当の底力を見せる時に来ているでしょう。本当の「安心安全」に
日々  の努力を重ね、「命をつなぐ食作り」を仕事とする『農家』という業を次世代の子供たちへつな
げる農業体験です。 

安心安全を学ぶ農業体験

「牛乳って何かわかる?」という問いに答えられた生徒は何人いただろう…人間同様、血液で作られた母乳であるこ
とを。牛に触れる機会もなくなり、牛乳が単なる「飲み物」でしかない様に感じます。人間の為にミルクを作る牛が
いる事、その為に生まれる命があり、命をいただいている事を伝えたいと思っております。 

命の大切さを学ぶ牧場体験

海に囲まれた日本列島における海洋環境問題は大きな課題の一つです。藻の枯渇による磯焼け問題などに伴う漁獲
量減少に対し、藻の再生事業や養殖などによる資源管理を学びます。
私たちの食は山の恵み・海の恵みとが循環していることに気づかされます。海の環境問題（SDGｓ）から食（食育）や
漁師（キャリア )としての職業を体験を通じ、考えていきます。

環境問題から学ぶ漁業体験

受入れ人数：農業／各農家40名前後：（最大200名）  エリア後志全域

牧場／各牧場40名前後：（最大140名）  エリア羊蹄山麓

漁業／各班40名前後：（最大120名）  エリア寿都町

体験時間：半日体験（AM・PM）２時間又は３時間 ※昼食の手配はございません。

※受入れ家庭ごとの受入人数はこちらでの指定となります。

受入れ期間：５月中旬～10月

地域産業ふれあい体験（日帰り）Visit

◯体験時は作業しやすい服装（ジャージなど）でお願いします。特に酪農体験では、牛の糞尿
などが付着する場合がありますので、サロペット（作業用オーバーオール）のレンタル貸し
出しを行いますが汚れても良い服装でお越しください。漁業体験は夏でも長袖を１枚着用
または持参ください。

◯ヒールなどのある靴での入場はお断りいたします。体験中はマルベリーが用意しましたレ
ンタル長靴に履き換えて体験を行っていただきます。

◯農業体験は野外での作業が中心になります。日射病や日焼けを防ぐため、帽子着用をおすすめします。または手ぬ
ぐいやフェイスタオルがあると便利です。

◯４～５月、９～11月は気温が下がりますのでジャンバーなどの防寒具の用意をお願いします。パーカーなど暖を
とれるものと、風を通さないウインドブレーカーをお持ちください。

服装について



営み生活体験（民泊）Stay
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現代の生活環境が生んだ心の寂しさを田舎の人々の真心が温かく包み込みます。学校では見る

ことのない生徒の本能・個性、家では出せない自分の本音…。短い時間の中でも心が通い会話が

生まれ想いが溢れ、都会と田舎、人と人が繋がる、これがマルベリーの「営み生活体験」です。

体験中は５～６軒に１名のエリアガイドが付き、体験中の管理やサポートを行っております。迅

速な対応と共有が可能となり一層の安心感とサポート力をご提供しております。

Only Oneの体験作り

受入人数：40名～200名

営み生活体験

宿泊業営み生活体験（クッキングに使う食材を自ら収穫し、宿泊業のお手伝い体験とふれあいクッキングを通じ、
　　　　　　　　　  おもてなしの心を学ぶ。）

◯対面式＆お別れ式：各バスをマルベリーガイドが先導し、各生産者の家に着いた際に対面式を行っていきます。
全体での入村式・離村式は行っておりません。

各軒受入れ：４名～10名　 エリア：後志全域、北胆振エリア　　受入期間：５月中旬～10月末

受入人数：40名～120名 各軒受入れ：10名～20名　 エリア：後志全域エリア　　受入期間：５月中旬～10月末

◯巡　　  回　　  車：弊社でのご用意はできかねます。レンタカー、タクシー等をご用意ください。

◯教   職   員   本   部：ニセコ周辺ホテルをご利用ください。マルベリーでは蘭越町営幽泉閣を推薦しております。

※各施設ごとの受け入れ人数は、こちらでの指定となります。

◯マスク（使い捨ての物を最低１日１枚ずつ必要日数分として）

◯ハンカチまたはハンドタオル（１日１枚滞在日数分）

◯使用中のマスクを管理・保管するためのビニール袋またはハンカチ等

◯使用済みマスクやティッシュペーパーを捨てるためのビニール袋

◯体温計（毎朝の検温の際、ご自分のものをご利用ください）

◯その他、宿泊に必要な洗顔用具などをご用意下さい。

下記の物をエチケットとして生徒さんそれぞれで持参いただきますようお願い致します。

持ち物について

℃ 除
菌

マスクと
マスク保管用袋

ジャンパーなど
防寒着

日除け用の
帽子・手ぬぐいなど

ハンカチ
除菌ウェット
ティッシュ等

体温計 使用済みマスク
の回収ビニール袋

タオル・洗顔用具 必要であれば
除菌グッズなど

４～５月、９～11月
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◯体験中は可能な限り、人との距離を取り、マスクをしていない場合は会話を控えてください。

◯体験中の作業はなるべく対面では行わず、１～2ｍの間隔を極力取るなど可能な範囲でソーシャルディスタンス
に留意ください。

◯食事、入浴、就寝時以外はマスクの着用をお願いいたします。

◯体験当日、マルベリーとの合流前に必ず、検温と体調確認をお願いいたします。その際、発熱（微熱）などがある場
合は一度、本部にて経過観察をお願いする場合があります。

◯滞在中、毎朝・夕に持参した各自の体温計にて体温測定をお願いいたします。

◯体験作業後、トイレ利用後、帰宅後、調理前、食事前などこまめに手洗いを行ってください。見えなくても菌が付着
している場合があります。石鹸を利用し、30秒ほどしっかりと洗い落としましょう！

◯自身の鼻水、唾液などが付着したゴミは持参したビニール袋にいれ、密閉し帰る際に受入れ先へお渡しください。

◯室内での食事は換気をし、対面ではなく横並びなど可能な範囲で密にならない対応をいたします。

◯皿・鍋料理・バイキング形式を避け、個々へ盛り付けして提供することを基本とします。なお、BBQにおいても直箸
での取り分けや菜箸やトングを使い回しなどもないよう注意しましょう！

◯コップや箸などは使い捨てのものを利用するか、適切な消毒・洗浄を行います。くれぐれも共有しての使い回しな
どはご遠慮ください。

◯『宜しくお願い致します！ありがとうございます！』という、礼に始まり礼に終わる事を心に刻みお楽しみ下さい。

◯ふざけて作物を傷つける等の迷惑行為は、生産者の生活に関わる事ですので絶対に行わない様ご注意願います。
また、その様な行為を行った生徒様は先生と協議の上、退場させていただく場合がございます。予めご了承ください。

◯体験場所によっては、一部携帯電話の電波が届かない地域があります。
滞在中の携帯での食事撮影や自宅内の勝手な撮影は農家さんのプライバシーに関わる部分ですので撮影はお控
えください。尚、弊社の体験目的はステーキを食べることやホテルの様な家に泊まることを目的としているプロ
グラムではありません。

◯農家さんが皆様に伝えたいこと、感じてほしいこと、そして皆様が感じること、学ぶことでコミニュケーションを
図り、一期一会を将来の糧にしてほしいと思っております。Web上に情報をupするなどの行為があった場合も退
場をお願いしております。

◯営み生活体験は北海道の食を学ぶとても良い機会です。積極的に仕事（家庭内でのお手伝い・食事の準備・片づ
け等）北海道の暮らしを楽しんでください。

注意事項

ふれあいについて

怪我やウイルス感染を予め予防するために、下記の注意喚起のご協力をお願い致します。また、下記内容を事前学習
にて生徒さんへご指導頂きますようお願い致します。

怪我・ウイルス予防について

営み生活体験（民泊）Stay
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行程案Sample Schedule

STAY：●営み生活体験（民泊）●宿泊業営み生活体験

※あくまでもイメージです。その他にも収穫・作業はございます。

※全てが生活体験です。食事準備、清掃等は体験として行っていただきます。

DAY
1

DAY
2

DAY
3

39H農家24H 13:00inのみ18H昼in

午前・午後の作業
＋2泊交流

午前・午後の作業
＋1泊交流

半日作業
＋1泊交流

8：00
9：00

10：00

13：00

14：00

16：00
15：00

7：00

11：00

12：00

16：00

17：00

合流、民家へ 

夕食・就寝

夕食・就寝

作業

作業

対面式

マルベリーと
合流、民家へ 

対面式

夕食・就寝

合流、民家へ 

作業

対面式

合流、民家へ 
対面式

夕食・就寝

朝食

お別れ・出発

お別れ・出発 お別れ・出発

お別れ・出発

お別れ・出発
昼食はありません

昼食はありません

18H夕方in

半日作業
＋1泊交流

夕食・就寝

朝食

宿泊業の講話

作業
（農業収穫体験）

対面式

お別れ・出発

18H宿泊業営み体験

ペンション到着

収穫物を使った
調理体験

朝食・配膳の
手伝い

施設内掃除・
手伝い

夕食

朝食

就寝
作業

朝食

作業

昼食

稼業体験

朝食

朝食

15:00 in

13:00～14:00 in

13:30

13:00

13:０0

VISIT：地域産業ふれあい体験（日帰り）

9：00

10：00

12：00

15：00

16：00

2H AM農業体験 AM牧場体験2H PM漁業体験

農家到着
体験スタート

閉校式

漁家到着
体験スタート

蘭越道の駅到着
（シェルプラザ） （ビュープラザ）

12:30
ニセコ道の駅到着

閉校式
閉校式

3H PM農業体験3H

牧場到着
体験スタート

農家到着
体験スタート

閉校式
昼食はありません

48H

午前・午後の作業（各２回）
＋2泊交流

作業

昼食

作業

夕食・就寝

朝食

朝食

ホテル出発
@ニセコエリア

作業

昼食

作業

夕食・就寝
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キャンセルポリシー

人数
変更

体験実施7日前から
２日前まで

50%
体験実施前日・当日

100％

団体
取消し

3ヵ月前～1ヵ月前

40%
決定予約～
3ヵ月前

30%
1ヵ月前～1週間前

50%
1週間前～2日前

80％
当日・前日

100％

ご予約以降の取り消しについて

人数変更の取り消しについて

旅行業法に従い、該当期間中の取消料は発生しないものとする。但し、日常の生活活動へ支障がないと判断
される場合は取消料が発生いたします。
※天災理由での取消時に昼食発注がある場合、前日・当日の取消のみ100％の取消料が発生いたします。

天災による取り消しの場合

マルベリー　料金表

昼食の設定はありません

※上記料金は、長靴、軍手、酪農のみサロペットの料金を含んでおります。（お一人様、税込）

4,950円 7,150円
3時間体験コース2時間体験コース

地域産業ふれあい体験Visit

（税込） （税込）

季節の地域食材弁当 お一人様 968円（税込）お茶付き
※体験中の昼食は別途お弁当となります。予めご了承ください。※生産者も同様のお弁当を一緒に摂ります。

昼　食

※上記料金は、お一人様１泊２食＋レンタルサロペット、長靴、軍手、カッパの料金を含んでおります。（税込）

民　泊

13,090円

15,235円

26,785円

30,470円

18時間体験コース

24時間体験コース

39時間体験コース

営み生活体験Stay

農家

13:00inのみ

13:00昼in
15:00夕方in

●営み生活体験（民泊）
●宿泊業営み生活体験

15:00夕方in

48時間体験コース 農家15:00夕方in

（月曜日～金曜日OUTまでの１校／週）
宿泊業生活体験 （月曜日～金曜日OUTまでの１校／週）

（月曜日～金曜日までの１～２校／週（時期により）
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感染症等の対応について

体調不良者が発生した際、微熱など軽度の症状の場合でも本部へ引き上げ、経過観察とさせていただきます。
感染症を発症した場合、速やかに発症者の隔離・看護を行い管轄保健所と医師の判断に従った対応を行います。
また、保健所の指示に添い、感染経路・濃厚接触者の特定と対応を行う場合があります。

◯発症者の対応について

保健所などを通じ、感染経路の特定や因果関係の証明が認められる場合のみ、上記、賠償責任保険が適用となります。
◯発症者発生に対する損害賠償について

病院ご利用時における保険証のコピーでの処理は事前に病院へのお申し込みが必要です。 （FAXにて可能）

事前に各所轄、病院へ体験校名、日程を周知して
ございます。事故やケガなどが起こった場合は、
マルベリー本部をベースに地元医療 機関・警察
署へ連絡し対処、旅行会社・学校関係へ迅速にご
連絡いたします。

※どんなに小さな症状でも生産者の判断で病薬
　投与はいたしません。全て学校の指示を仰ぎま
　すのでご協力の程、お願いいたします。

緊急連絡体制

○体験・送迎時における事故やケガに対する保険
　賠償責任保険……1事故10億円（1名最大3億円）
　財物賠償保険……1事故につき5千万円

加入保険

アレルギー対応

体験中の昼食における食物アレルギーは可能な範囲で対応させていただきます。ただし、重度で危険を伴うと判
断した場合は、予め自宅から郵送いただくか、学校対応とさせていただく場合もございます。同一箇所での調理が
不可能なアレルギーは対応し兼ねますので予めご了承ください。

◯昼食弁当について（民泊）

酪農家・牧場には野良猫が多数見られます。猫アレルギーの方には近寄らないような配慮をいたしますが、完全
なる除去は不可能です。また、体験中に干し草（牧草）・寝藁（麦乾）に触れる場面がございます。猫・草・ホコリア
レルギーのある方は予めマスクなどをご用意・持参ください。 

◯酪農体験について

営み生活体験時は、受入れ先のペット情報にご注意ください。予め、受入れ先リストにペット・動物情報を記載し
お渡しいたします。受入れ先の情報と生徒様の動物アレルギー情報を照らし合わせ、班分けを行ってください。
食物アレルギーの情報も受入れ生産者と共有いたします。なるべく分かりやすく情報提供をお願いいたします。
ex）卵アレルギー　→　生卵のみ不可、加熱は可　　ex.）りんごアレルギー　→　生フルーツは不可、加工品は可
重度の場合は、日常の様子を電話にてお母様からヒアリングさせていただく場合もございます。

◯営み生活体験について

エリア担当ガイド

体験中のサポート
緊急事態の迅速な対応

受入れ先学校側
本部 各所署轄

全病院・各所署轄と連携

大きな事故等のみ、受け
入れ先から直接連絡を
する場合もあります。

すべての連絡はマル
ベリー本部が窓口と
なります。
ケガ、事故における対
応は学校様と協議の
上、対応しております。

巡回・緊急事態
薬の投与、処置なども
学校の指示を仰ぎます。

マルベリー
本部

安全対策についてSAFTY
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レンタルサロペット サイズ表

・ヒップサイズを参考にしていただくと適当なサイズがお選びいただけます。
・男女共通のサイズになっています。
・サロペットは酪農、民泊などの体験時に着用していただきます。

サロペットサイズの選択について

サイズ表

MEMO

サイズ 身　長 ウエスト・ヒップ

S ～160cm ～86cm

M ～165cm ～100cm

L ～170cm ～104cm

EL 176cm～ ～108cm

LL ～175cm ～106cm

4L － ～115cm

※ウエストとヒップのサイズは同じ長さになっています。



アレルギー調査表

【個人情報の取り扱い】※お預かりした個人情報は体験学習での目的のみで利用致します。第三者へ開示・提供する事はありません。

①

②



マルベリー｠体験学習 参加同意書
※参加メニューを○で囲んでください。
《　民泊体験・農業体験・漁業体験・酪農体験・その他（　　　　　　　　　　　）》

体験学習は、豊かな自然環境の中、生産者の現場・施設内で各種作業体験をするものではあります
が、様々な危険、予測し得ない事態が起こりえます。主催者は、気象状況等に基づく適切な実施・
中止の判断と、経験ある生産者及びガイドの同行により、できる限りの安全性の確保に努めてまい
ります。しかし、不慮の事態により事故や怪我が生じる可能性もあることを認識していただいた上
で、以下の条項をご確認下さるようお願い申し上げます。

私は、主催者が催行するプログラムの参加にあたり、以下の条項全てを同意した上で、署名いたします。

１．私は、各環境下での活動に伴う危険性を認識し、主催者の用意した生産者・ガイドの判断及び
　　指示を厳守し従います。
　　指示に従わないで起こった事故・損害に対しては主催者に責任を問わないことを約束します。

２．私は、体験学習が医療施設から離れた場所で行われることを認識し、主催者が必要と判断した
　　場合、主催者の選択する医療機関への搬送、応急処置、治療に従います。

３．私の現在の健康状態は、今回の体験学習の参加に関して問題ありません。また、下記の項目に
　　該当する場合、主催者へ事前申告します。

※再三の注意を無視したり、法律上の違法行為を行った場合は、その時から参加を辞退して頂く場合があります。

※該当するものにﾁｪｯｸをつけて下さい

 個人記入欄
（※参加者全員分の記入済同意書が必要です）
※参加者が18歳未満の場合は保護者の同意の上、署名・捺印が必要です

□心臓、呼吸器、血圧に疾患がある
□てんかん、失神等の発作性疾患がある
□過去に骨折、捻挫、脱臼をしたことがある

□身体的なハンディキャップがある（　  　　　　　）
□アレルギーがある（　　　  　 　　　　　　　　）
□体調について不安がある（　　　   　 　 　　　　）

【個人情報の取り扱い】※お預かりした個人情報は体験学習での目的のみで利用致します。第三者へ開示・提供する事はありません。

参加者名

住所（〒 － ）

保護者名
印

主催者：有限会社マルベリー 〒０４８ １ー３２１ 北海道磯谷郡蘭越町字湯里２２４１ー９

ＴＥＬ：　０１３６－５８－３３８８　　ＦＡＸ：　０１３６－５５－７１００
ｅ－ＭＡＩＬ：info@mulberry-niseko.com

（ ） －

生年月日 年 月 日

年齢 性別 男 ・ 女歳
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マルベリー　感染症予防ガイドライン

（目　次）

1.     感染防止の基本　　　　　  　　　　　　  

2.　  衛生面に関して      　　　 
     （1）検温について　
     （2）手洗いについて
     （3）食事について
     （4）寝具について　
     （5）ゴミについて

3.　 持ち物に関して       

4.　発症者の発生時対応について
　
5.　終了後の健康観察

    （出　典）新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新しい生活様式」 
                   旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き（第１版）
                （有）マルベリーエリア別コンセプトブック

　　

1.     感染防止の基本　　　　　  　　　　　　  
（1）密を避ける
　 ・ 団体行動中は可能な限り人と人との距離を取り、場合によりお互いの会話を控えていた
　　 だきます。
　 ・体験中、グループ行動中においては、対面での作業はなるべく避け、極力1～2mの間隔
　　 をあける等可能な範囲で密を避ける行動に留意していただきます。

（2）マスクの着用
　 ・食事、入浴、就寝時間以外はマスクの着用を励行します。ただし、気候状況等により熱
　　 中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、換気や人と人との距離
　　 を確保したうえで、マスクを外していただく場合があります。

        
2.　衛生面に関して      　　　 
（1）検温について
　 ・出発前に体調確認をし、体験活動中も毎朝・夕の定期的な体温測定をお願いいたします。
　 ・発熱、感染の疑いのある症状がある場合には、参加を取り止めていただくことを推奨します。
　　 ご協力をお願いいたします。

（2）手洗いについて　
　 ・農業体験後、トイレ利用後、調理前、食事前、帰宅後などこまめな手洗いを励行します。
　 ・手を洗う時は30秒程度かけて水とせっけんで丁寧に洗いましょう（手指消毒も◎）

（3）食事について　
　 ・室内で食事する際は換気しながら、また食事を屋外で設定するなどの工夫をいたします。
    ・大皿は避け料理は個々にとるなど、可能な限りバイキングや複数での鍋料理等を避け、
        1人ずつの提供を基本とします。
    ・コップやお箸などは適切な消毒や洗浄、使い捨てなどの対応をします。
    ・対面ではなく、横並びになる等、密を避け座っていただきます。
    ・コップ等を共有しての回し飲みはご遠慮いただきますようお願いいたします。

（4）寝具について
    ・寝具は使用前後にできるだけ天日干しや乾燥機などで清潔を保ち、シーツは都度洗濯
       またはクリーニングをしたものを提供いたします。

（5）ゴミについて
　　・鼻水、だ液等が付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉してください。
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  3.     持ち物に関して
       
　　 以下の物を1人1人が持参くださいますようご協力をお願いいたします。
      ・マスク（1日1枚）
　　・体温計
　　・ハンカチ（1日1枚　手洗後に個人で使用）
　　・ティッシュ
　　・マスクを置く際の清潔なビニール袋やハンカチ等
　　・利用済みのマスクやティッシュを捨てる為のビニール袋

4.     発症者の発生時対応について

　　・速やかに発症者の隔離・看護を行い、濃厚接触者の特定と隔離・経過観察を行います。
         管轄保健所と医師の判断に従い、発症者と濃厚接触者への対応を行ないます。
         また、関係者の意見を参考に、学校側と内容、事後行程に関する検討を行います。
　　・体調不良者が発生した場合は、微熱など軽度であっても本部へ引き上げ、経過観察とい
         たします。
　　・緊急連絡体制につきましては、学校団体および独自の対応マニュアルがございましたら、
         事前打合せの際  にご提示ください。特にない場合は、マルベリー緊急事態マニュアルに
         沿って進めさせて
         いただきます。

　　　　　
5.　  終了後の健康観察

　　  参加者ご本人や同居ご家族を含めた健康状態の経過観察を、体験活動実施後一定の期間
        実施して頂きますようお願いいたします（目安として2週間程度）。

        体験の詳細につきましては、マルベリーエリア別コンセプトブックをご参照ください。


