
メジェールファーム教育・研修プログラム概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場  バス 8台 

      乗用車 20台 

  

川湯温泉街より      30分 

屈斜路プリンスホテルより  3分 

摩周湖より        30分 

美幌峠より        20分 

砂湯より         20分 

 

 

 

 

 

 

 

 



屈斜路湖畔メジェールファーム 

 

世界最大級のカルデラ湖の湖畔に面した、広大な敷地を有するメジェールファー

ム。 

屈斜路湖にカヌーやボートを浮かべる事も、自分の足や馬の足で散策する事も、 

静まり返った大自然を満喫する事も、ここでは思いのままに体験する事が出来ま

す。 

 

弊社だけが使用する事のできる、プライベートポート。 

馬たちがストレスなく過ごす事が出来る乗馬場や放牧地。 

灯りを全てさえぎる事も可能な、星空観測広場。 

インドア体験会場となるクラフト教室を有する、レンガ造りのセンターハウス。 

広大な草地では、自由に遊んだり、お弁当を食べる事も出来ます。 

 

多様で屈斜路湖畔ならではのアウトドア・インドアを体験する事が出来るので、 

どのようなご旅程にもぴったりと合わせる事が出来ます。 

 

ご紹介するプログラムは、お客様のご要望に合わせて、さまざまな形に変化させ

る事も可能です。 

ぜひ、ご相談ください。 

 

メジェールファームのすべてのプログラムは自然と人間との関わりを

分かり易く解説する、エコツアーになっています。環境学習も取り入

れた新しいアウトドア体験を思い切り楽しんで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

グリーンシーズン体験プログラム内容 

 

プログラム１：屈斜路湖クルージング 

・ネイチャーボートクルージング 

          

 

プログラム２：釧路川源流ネイチャーカヌー 

         ・ツインカヌー 

          

 

プログラム３：和琴半島トレッキング 

 

プログラム４：インドア体験 

・ ホースストラップ作り 

・ レザークラフト体験 

 

プログラム５：スターウォッチング 

 

プログラム６：乗馬体験 

・ ショートコース 

・ ホーストレッキング 

・ 馬とふれあいホーストレッキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨具について…雨具はレンタル（有料）出来ますが、数に限りがございます。 

       出来るだけご持参くださいますようお願い致します。 

 

 



プログラム１：屈斜路湖クルージング 

 

日本最大のカルデラである屈斜路湖。 

 当ファームはその巨大な屈斜路湖の湖畔に施設を有し、プライベートポートから手軽に

ネイチャーボートやカヌーで漕ぎ出せます。 

 簡単なレクチャーの後、自由にスケールの大きいクルージングを楽しんでください。 

  

【概要】 

近くには自然の息吹を感じることができる天然の温泉や、硫黄が湧き出ている場所もあ

り、ガイドが大自然の驚異を分かり易く解説し、湖に生息する珍しい生き物や植物を観

察する事もできます。 

 

【実施方法】 

 メジェールファーム内カヌーポートから出発し、屈斜路湖内をクルージングします。 

 体験時間は準備含めた 60分と 90分です。 

 安全が確保できないような悪天候時を除き、原則として雨天決行です。 

 北風が強い日はボートを和琴半島へ運んで実施する場合もございます。 

 ガイドは別艇で安全管理をいたします。お客様同士で連携してボートを漕いでいきます。 

 

＊ネイチャーボートクルージング 

 定員は１艇につき 8名で、1回に催行できる最大人数は 40名です。（5艇） 

 催行最低人数は 7名です。（6名以下ですと、ボートを漕ぐのが大変になります。特に小

学校様の団体の場合は、空いている席に先生が乗るなど、バランスの取れた班編成をお

願いいたします） 

 ご希望や天候によっては、ガイドが同乗す

る場合もございます。 

 人数が多い場合は、ツインカヌーを併用し

て体験を行う場合があります。 

 

 

 ※釧路・北見管内の小中学生の団体様は 60分 2500円でお受けいたします。 

  地元の素晴らしい自然を味わってください。 

 

 

※冬季は湖が凍りますので、ご案内できません。 

 

体験時間 60分 90分 

1名料金 4,000円 5,500円 



プログラム２：釧路川源流ネイチャーカヌー 

 

 屈斜路湖から生まれた釧路川は、原始の姿を色濃く残す源流の清流域と、中下流に  

広がる日本最大の湿原域を通り、太平洋へと流れます。 

 この 100 キロに及ぶ大河の中でも特に美しい源流部の川下りを御提案させて頂きます。 

 

【概要】 

 原始の自然が残る釧路川流域。様々な動植物の生態系を間近で感じることができ、水と

空気の始まりの場所へ皆様をご案内いたします。溜息しか出てこないほどの自然美を体

感してください。 

 

【実施方法】 

 釧路川源流を臨む眺湖橋からスタートし、約 3キロの川下りを楽しんで頂きます。 

 到着地点は、美登里橋です。 

 移動には、ご旅行で使用されているバスを利用させていただきますので、出発地点、到

着地点のご案内を致します。 

 ツアー中ガイドは必ずお客様のカヌーに同乗します。 

 体験時間は準備含め全行程で 90分です。 

 安全が確保できないような悪天候時を除き、原則として雨天決行です。川は、防風林に

囲まれているため、多少の風雨でも催行できます。 

 

＊ツインカヌー 

 2艇のシングルカヌーを並列に 

連結・固定したツインカヌーは、 

安定感があり、安全性に優れ、 

水面に近い目線での 

自然探勝が楽しめます。 

 定員は１艇につき原則 5名で、 

1回に催行できる最大人数は 20名です。 

 催行最低人数は 5名です。 

 

体験時間 90分 

1名料金 6,000円 

 

※冬季はドライスーツを着用するため、 

中学生以上の受け入れとなります。 

また、数に限りがあるため、受け入れ 

人数も異なります。ご相談下さい。 



プログラム３：和琴半島トレッキング 

 

 まるで魚の尾ひれのように存在する和琴半島は、その姿の通り、アイヌ語で「尾ひれ」

を意味する「ワコッチ」から名づけられました。その和琴半島を 1周します。 

 

【概要】 

  今も活発な火山活動のある屈斜路湖。火山活動の躍動をそのままに感じられる名所オ

ヤコツ地獄や、ミンミンゼミの最北生息地として有名です。非常に珍しい植生で四季

折々の動植物の息吹を存分に感じてください。 

 

【実施方法】 

 和琴半島駐車場から、90分～120分かけて和琴半島を一周します。 

 途中、オヤコツ地獄展望台にて小休憩をとります。 

 定員は 1回につき 20名で、最低催行人数は 5名です。 

人数が多い場合はグループ分けします。 

自然へのローインパクトを考え、なるべく少人数で御申し込みください。  

道幅の狭い箇所もありますので、十分に注意してください。 

 安全が確保できないような悪天候時を除き、原則として雨天決行です。 

 (当日は晴天であっても、前日に大雨が降り、道が安全な状態ではない場合などでも  

ガイドの判断で中止することがあります) 

 

 

 

体験時間 90～120分 

1名料金 3,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※冬季はスノーシューを履いてのトレッキングをご案内可能です。 

 スノーシューは靴のサイズが 21センチ以上で用意がございます。 



プログラム４：インドア体験 

 

 インドア体験では、地の素材を使って自分だけのオリジナル作品を作って楽しめます。 

出来上がった作品はお持ち帰りいただけます。 

 

＊ホースストラップ作り 

 施設内にいる馬の毛を使ったストラップ作りです。 

ヘンプやビーズなどを編んで、自分だけのストラップ

を作ります。 

 所要時間は約 90分です。(個人差があります) 

 定員は 1回につき 20名です。 

 催行最低人数は 2名です。 

 

体験時間 約 90分 

1名料金 2,000円 

 

 馬の毛を利用しない、ヘンプアクセサリー作りも、ご予算に合わせてご案内可能です。 

 

 

 

＊レザークラフト体験 

 牛なめし皮を使ったストラップ作りです。 

 型紙に合わせて、ハサミやカッターで革を切り、 

模様に合わせてポンチで穴を開け、ストラップを 

作成します。 

 ※刃物を利用するなど、作業の難易度が高いため、 

小学生以下の受け入れは出来ません。 

 所要時間は約 90分です。(個人差があります) 

 定員は 1回につき 20名です。 

 催行最低人数は 5名です。 

 

体験時間 約 90分 

1名料金 3,000円 

 

 

 

 

 



プログラム 5：スターウォッチング 

 

 北海道の澄みきった夜空には、無数の星がきらめいています。 

 数え切れないほど流れる、流れ星の数はまさに圧巻。 

 まるで吸い込まれそうな星空と、壮大な宇宙の神秘を御堪能ください。 

 

【実施方法】 

 星観察できる天候時のみのプログラムです。 

 灯りのない、施設内プライベート観測地である、星空観察広場にて行います。 

 施設内にありますので、移動やお手洗いなどの手間がかかりません。 

 所要時間は約 45分です。 

 定員は 1回につき 80名（2バス程度）です。 

 催行最低人数は 20名です。 

 

体験時間 45分 

1名料金 2,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プログラム 6：乗馬体験 

 

 道東は馬にとって、もっとも住み心地のいい地域の一つです。 

 ここにいる馬は道産子を中心に、北海道で生まれ育った馬たちです。 

 広大で豊かな牧草地の中で育った馬たちとふれあってみませんか？ 

 

※弊社では障碍者へのアプローチを専門とした「乗馬療育インストラクター」が常駐して

おります。車椅子利用者や発達障碍児、視覚障碍者等幅広くサポート可能です。特別支

援学級在籍者など、配慮が必要な方はお申し出いただければ、個々に適したサポートを

ご提案いたします。 

 

【実施方法】 

 どのコースも、弊社敷地内をフィールドとし、いわゆる馬場内での乗馬ではなく、拓け

た自然の深い場所での体験となります。馬はトレッキング用の乗用馬を使用しており、

初心者の方でも操作が可能です。 

安全が確保されないような悪天候時を除き、原則として雨天決行です。また、馬の健康

状態により、スタッフの判断でやむなく中止する場合があります。御了承ください。 

騎乗時は必ず帽子を被っていただきます。できる限りご持参ください。 

 

＊ショートコース 

 一周約 200メートルのコースを歩きます。 

 馬に乗る方と馬を引く方の二人一組で体験します。乗り方、引き方などの諸注意は実際

の騎乗前に説明があります。グループの仲間同士での連携をスタッフがサポートします。 

 ※このプログラムはいわゆる「引き馬体験」ではありません。特別な場合を除きスタッ

フが馬を引くことは原則としてありません。体験される方全員にこの点をご周知いた

だければと思います。小学校中学年以下のお子様同士での体験の場合は、ご相談くだ

さい。 

一周の所要時間は約 3分です。 

（騎乗前に 15分程説明の時間を設けます） 

 1時間で約 40名まで催行できます。 

 催行最低人数は 10名です。 

 事前にグループ分けをお願いする場合がございます。 

  

体験時間 1周約 3分 

1名料金 1,000円 

 

 

 



＊ホーストレッキング 

 自分自身の手で手綱を操り、敷地内の屈斜路湖畔や森の中などを散策します。 

5分ほどのレクチャーの後、スタッフの先導でトレッキングをします。 

スタッフは徒歩で随行し、騎乗者のサポートをいたします。 

所要時間は、15分か 30分のコースがあります。 

乗り替わりが必要な場合は＋10分程必要になります。 

定員は 1回につき 4名で、連続して 15分コースは 4回、

30分コースは 3回まで催行できます。少人数向けです。

催行最低人数は 2名です。 

体験時間 15分 30分 

1名料金 4,500円 5,000円 

※例：体験人数 16 名、15 分コース、馬を 4 頭利用（4 回催行）の場合、全体の所要時間

は、60分（15分×4回）ではなく、約 100分（15分×4回のほか、乗り替わり時間 10分

×4回）必要になります。（乗り替わりがスムーズに行えない場合、さらに時間がかかる場

合があります） 

 

 

＊馬とふれあいホーストレッキング 

 馬に乗るだけではなく、馬に関する話やお手入れ、扱い方等もじっくりレクチャー。 

馬に乗るまでの準備のパートから始める体験なので、馬とのふれあいがメインとなりま

す。ある程度の力が必要なため、中学生以上が対象です。 

トレッキングでは自分自身で馬を操作し、森や湖畔などをめぐります。 

スタッフは徒歩で随行し、騎乗者のサポートをいたします。 

所要時間は 60分か 90分です。 

定員は 1 回につき 4 名です。体験と体験の間に 30～60

分ほど、馬の休憩時間を設けるため、連続しての催行は

不可です。 

催行最低人数は 2名です。 

体験時間 60分 90分 

1名料金 6,000円 9,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 



メジェールファームでは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

「新北海道スタイル」を実施しています。 

学校様でも取り組まれているとは思いますが、検温、マスク着用、咳エチケット等、ご協

力をお願いいたします。 

 

体験に利用する一部の道具は、消毒等をせず共有する必要があります。カヌーやボート体験、

乗馬体験時は、手袋をご持参の上ご着用されることをお勧めいたします。 

インドア体験ではテーブルの仕様上、向かい合っての作業となる場合があります。なるべく

密にならずに済むよう、少人数でお申し込みください。 

 


