
富良野流教育旅行 
（一社）ふらの観光協会 教育旅行センター 



富良野教育旅行の 
７つの強み 



強み①    情報の一元化 
 
■教育旅行専用HP■ 
 
教旅専用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
にて、宿泊施設、体験 
業者の予約状況が 
把握できます。 
 
       

  



富良野教育旅行センター運営協議会 
 

①宿泊（ホテル）施設 
 
・新富良野プリンスホテル 
・富良野プリンスホテル 
・ホテル ベルヒルズ 
・ホテルナトゥールヴァルト 
・ニュー富良野ホテル 
・ホテル エーデルヴェルメ 

 

②体験業者ほか 
 

・大地の学校 （アウトドア体験など） 

・コロポックル （アウトドア体験など） 

・富良野農業体験受入協議会     
            （農業体験など） 
 
    ・富良野自然塾  （環境教育） 

   ・富良野スキー学校 
             （スキー、ボード体験） 

    ・スポートピア  （アウトドア体験） 

  ・富良野チーズ工房  (インドア体験） 

   ・ふらのジャム園  （収穫体験など） 

     ・ふらのトレッキングサポート遊馬 
               （乗馬体験など） 

      ・Jarenco   （スキー、ボードレンタル） 

   ・ふらのバス （交通） 
   

＊富良野教育旅行センターでは 
これらの情報の発信を 
おこなっております。 

・後藤純男美術館  ・深山峠アートパーク  



教育旅行ホーム・ページ上で 

→予約状況カレンダー    ＊決定校ありの日付や 

                                    仮予約の状況をお伝えしてます 



富良野の「冬」のここが強み 強み②宿泊施設と受入人数 
 
・富良野全体で、１日約２８００人収容 
  

・ホテル６軒 
 →合計２３００人 
 
・民宿・ペンション 
  
・スキー場が 
 すぐ（冬） 



２０１１年１０月２９日、道東自動車道の開通により 

新千歳空港からのアクセスがより快適になりました。 

強み③            アクセス 
 

・旭川空港から１時間（途中は田園空間都市） 
 

・新千歳空港から２時間１０分 

新
千
歳
空
港 

富
良
野
市 

千歳ＩＣ～札幌ＩＣ経由 

176Km平常時約2時間50
分 

千歳ＩＣ～占冠ＩＣ経由 

138Km平常時約2時間10
分 

 約40分 

 の短縮 

車によるアクセ
ス時間 



強み④    安心安全体制 
 

・総合病院が２つあり（ドクターヘリも） 
 

・保健所、警察署、消防署  



強み⑤    食育への取組             
～富良野の農業体験は、ひと味ちがう！～ 

 
Ⅰ：農業体験（ファームビジット） 
 
 
Ⅱ：農業の核 
   『土』 と 『トラクター』 について知る。 
 
  食づくり体験     『 料理づくり  』 
 

１日目 ： 農業体験（ファームビジット）                  

２日目 ： 土の館＋食づくり体験等 



Ⅰ／農業体験（ファームビジット）１日最大８００名まで 



■セールスポイント■ 
 
１．土壌が違う田畑。 
  土壌づくりについて知る。 
 
２．トラクター１台で家が建つ？？ 
  世界のトラクター館を見学し 
  トラクターについて知る。 
 
 ＊「土の館」２０１４年「機械遺産」認定。 
   日本を代表する機械「ウォシュレット」などが機械遺産になっています 

Ⅱ／農業の核  「土」と「ﾄﾗｸﾀｰ」について知る 

ⅠとⅡの問い合わせ先／富良野農業体験受入協議会 TEL：090-3893-9534 



 強み⑥ 

グリーン期プログラムの充実 
 
  
■代表的プログラムの特徴■ 
 
・大人数でも収容可  
 

・フィールドの質（距離や水量） 
   
■代表的プログラム■ 
 
・アウトドア体験 
 （ラフティング、熱気球、釣り、 

           自転車、乗馬など） 

・インドア体験 （ジャムづくり、 

          エッチンググラスなど） 

・農業体験 （半日、１日） 
 



富良野の「冬」のここが強み 

その他のプログラム 



山々に囲まれた田園空間都市が一望できる 
「北の峰山頂」で、朝の至福の時間を。 

内容：修学旅行生用 
   「北の峰ゴンドラ」運行チケット 
 

時間：６時３０分～９時３０分 
 
場所：北の峰宿泊施設エリアから 
    徒歩１分～１５分 
 
定員：最少６０名～ 
 

    ＊ゴンドラ６名 山頂まで１５分 
 
予約：乗車日から起算して３ヶ月前まで 
    
連絡：0167-22-1111 
      (新富良野プリンスホテル） 
 

北の峰ゴンドラ運行 



 「環境教育プログラム」 問合せ先：TEL 0167-22-4019 



富良野の「冬」のここが強み 

その他見所のご紹介 



 昼食ポイント 

ラベンダーの森 ハイランドふらの 
 → 森の中のバーベキューハウス （BBQ最大３７０名）  
      （１会場MAX300名、1会場MAX70名） 

 → その他食事 （食事会場最大２２０名） 

    （レストランMAX120名、多目的ホールMAX100名） 

 

ふらのワインハウス 
 → 富良野全域の景色を見ながらの食事 
食事会場最大１５０名（レストラン80名、多目的ホール50名、会議室20名） 

    BBQ最大６０名 

富良野市内各ホテル（宿泊地） 
 

 新富良野プリンスホテル ・ 富良野プリンスホテル 
 

 ホテルベルヒルズ ・ ホテルナトゥールヴァルト 
 

 ニュー富良野ホテル ・ ホテルエーデルヴェルメ 

ラベンダーの森 ハイランドふらの  （富良野市内） 
 

ジンギスカン ひつじの丘  （中富良野町） 
 

ハーブガーデンふらの ・ フラワーランドかみふらの 

             （上富良野町） 

深山峠アートパーク  (上富良野町） 
 

 → 十勝岳連峰を見渡しながらのBBQ ・最大１５０名  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rurubu.com%2Fsight%2Fdetail.aspx%3FBookID%3DJ0078231&ei=x3VZVNzvJqLbmAWR54DgBw&bvm=bv.78677474,d.dGY&psig=AFQjCNEwwz-rr8gBOGWy_DUqgjnKOMT-pA&ust=1415235396443513
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rurubu.com%2Fsight%2Fdetail.aspx%3FBookID%3DJ0078231&ei=x3VZVNzvJqLbmAWR54DgBw&bvm=bv.78677474,d.dGY&psig=AFQjCNEwwz-rr8gBOGWy_DUqgjnKOMT-pA&ust=1415235396443513


 主な観光ポイント 

富良野チーズ工房 
 

→富良野<自然の大地>から生まれた 
    新鮮な牛乳をもとに作られた 
     ナチュラルチーズの製造見学 
 

        ※ 通年   TEL／0167-23-1156 
 

ふらのジャム園 
 

 →北海道の果物や野菜からつくられた 
     手作りジャム（35種類以上） 
 

   ※ 9：00～17：30 （夏季無休）   
 

               TEL／0167-29-2233 



 主な観光ポイント 

TVドラマ「北の国から」施設 

 →「五郎の石の家」 ・  「麓郷の森」 

        ＊４月下旬～１１月下旬 

 →「拾って来た家」  ＊通年 

    TEL/0167-23-3388（問合せ先：ふらの観光協会） 
 

 

後藤純男美術館 
 →日本を代表する日本画家の作品を展示 
  ※ 9：00～17：00（4～10月） 9：00～16：00（11～3月） 

                TEL／0167-45-6181 
 

深山峠アートパーク 
→十勝岳連邦を見晴らす峠で芸術体験 

  ※ 営業時間については、お問い合わせください 

              TEL／0167-45-6667 

 
 
 



 近隣の紹介／美瑛町 



 近隣の紹介／旭川市 



富良野の「冬」のここが強み 強み⑦ 

  ｵｰﾙｼｰｽﾞﾝ対応可能（冬） 
 
・スキーサポート体制（スキー学校、レンタル等） 

 
・２ゾーン  
 
・ワールド 
 カップで 
 
・スキーの 
 甲子園 



冬のプログラムの充実 
スノーアクティブが５つ全て楽しめる 

アウトドアセット 

５グループのローテーションで、全てが体験で
きるプラン。冬のNO.1人気です。 

定員：午前・午後 各６０名／計１２０名 
実施時間：２時間３０分 
＊団体最小催行人員 １０名 
＊４種選択のプランも可能です。 

釣れたものは、そのまま天ぷらで試食 

わかさぎ釣り 

 実施時間：２時間 ＊団体最小催行人員 １０名 

定員：午前・午後 各７０名／計１４０名 

実施場所： 
南富良野町金山湖 

競って雪を楽しむ最大２００名まで可 

雪合戦 

定員：１チーム７名☓２８チーム／２００名 
実施時間：２時間～２時間３０分 
＊団体最小催行人員 １０名 
＊４種選択のプランも可能です。 

国際ルールに準じて 
行いますが、人数・ 
時間によりローカル 
ルールに変更可能 
です。 

冬の農作業を体験しよう 

冬の農家生活体験 

詳細・定員／ 
     別途ご相談ください 

作業内容： 
 ・室内での豆の選別 
 ・ハウス周りの除雪作業 
 ・除雪作業＋越冬野菜の掘り起こし 



 冬の近隣の紹介／美瑛町・旭川 

http://1.bp.blogspot.com/-7VF3o2zkfbA/VJPSkhOO0eI/AAAAAAAAAsU/RSy6KLxruTA/s1600/%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%95%A3%E6%AD%A9.JPG


資料 
各宿泊施設・体験業者ほかの 

セールスポイント 



新富良野プリンスホテル 

■セールスポイント■ 
 

１．心地よい眠りを誘う「シモンズ」製 
   ベッドマットレスを全室に導入 

     
2.敷地に隣接の 

「ニングルテラス」では森の散歩が楽しめ、 
 「ロープウェイ山頂」からは、星空がきれい 
 

３．４00名収容の宴会場が有り、また 

  男女フロア別での部屋のご案内も可 



富良野プリンスホテル 

■セールスポイント■ 
 

１.150名以上で全館貸切 
     
2.敷地内に隣接している 

  「C・C・C富良野自然塾」のフィールド 
 

３.ホテル正面からは十勝岳連峰が一望 
 

  ホテル敷地内では星空がきれい 
 

  ゲレンデまでのアクセスは０分 
 



ホテル ベルヒルズ 
■セールスポイント■ 
 

１. 3６０名収容可能なレストランで 

    大地の恵みを堪能   
          

2.  夏は花畑や、キャンプファイヤー、 

 冬は、雪遊び（かまくら、雪合戦など） 

      が楽しめる 
 

３．レク会場は8クラス収容可能 



ホテル ナトゥールヴァルト 

食事の写真 

■セールスポイント■ 
 

１．和と洋の良い所がMIXされたお部屋 
  （靴を脱ぐお部屋なのに洋室〔別途〕 
   富良野でここだけ！！） 
  

２．食事が和洋中と選べるので 

  連泊に適している 
  

３．スタッフはキャスト。 

  ディズニーワールドクラスの 
     おもてなしと対応 
 
 
 
 



ニュー富良野ホテル 

■セールスポイント■ 
 

１．大・中・小・の宴会場が６部屋あり 

  数名様から３５０名様位までが利用可能。 
  音響設備も一通り対応をしており、 
  同じ会場にてお食事・レクレーション等が 
   可能。 
     
2.隣接されているナトゥールヴァルト様との 
    連絡通路を活用する事により、 

 ４８０名様位の団体様の対応が可能。 

  
３．本社は厚岸(道東）で水産会社を 
  営んでおり、新鮮な魚介類の堪能が可能 



ホテル エーデルヴェルメ 
■セールスポイント■ 
 

1.ベット4台のフォースルームを40Rご用意 

 
2.満館時（245名）でも 

 一度に取れる食事会場をご用意 

  大浴場も男女各40名までは可能。 
 

3.ホテル前の芝生を利用 

   朝のラジオ体操 
   冬の雪遊び等にご使用頂けます 



ふらの体験学習塾 大地の学校 
■セールスポイント■ 
 

１.グリーン期のみならずウインター期も 

 大キャパ（最大同時進行人数500名まで） 

 と豊富なメニュー 

 ＊夏冬それぞれ、道内トップクラス 
 
２.事前に打ち合わせがあれば、 
当日の悪天候も自社内でメニューが変更可 
 
３.ガイドはそのほとんどが「正社員」で 
 茶髪などのアルバイトガイドがいない 
 
 
※運営会社： 富良野リゾート興産株式会社（レジャーガイド遊び屋） 



フラノ自然体験村 コロポックル 
■セールスポイント■ 
 

１．北海道内への修学旅行  

  アウトドア・インドア体験受入の    

    パイオニア 
         約25年の実績あり 

 

２．ラフティングは 最大同時に 

     500名越えの 受入実績あり 

 
３. 荒天時 アウトドアから 
   インドア代替えメニューへの 

    スムーズな振替対応が可能 



富良野農業体験受入協議会 
 
■セールスポイント■ 
 

１．北海道らしい雄大で美しい 

 農村景観の中でのファームビジット体験 
 

２．６０農家、 

  最大８００名まで受入可能 

 

３．冬期間（ウインター期）でも 
                   受入可能 



富良野自然塾 

富良野スキー学校 

■セールスポイント■ 

■セールスポイント■ 

１．全日本スキー連盟公認指導員・ 
     日本体育協会公認スキー教師の  

   資格を有した優秀なスタッフ 
 

2．一人一人の個性や上達度に応じた 

                   きめ細やかな指導 

１．地球環境問題の原点を 

     五感を通じて体感する 
  環境教育事業と自然返還事業（植樹） 
 

2．ビジットプログラム（訪問授業）の実施 



スポートピア 

ふらのトレッキングサポート 

遊馬 

■セールスポイント■ 

■セールスポイント■ 

１．北海道アウトドアガイド認定ガイド と 

         大自然 を 思いっきり 満喫 

2. 冬は スキー、スノーボード体験を 

    安全・安心・快適 に サポート 

１．大雪山を望む雄大な大自然の中で 

    それぞれのスタイルに合わせた乗馬体験 
 

2．馬との触れ合いを通した 

         学び と ホースセラピー 



富良野チーズ工房 
■セールスポイント■ 

■セールスポイント■ 

１．富良野の牧場でしぼった 

    新鮮な牛乳を使った手作り体験 
 

2．製造工程の見学・ 

     牛乳・チーズに関わる 
            文化・歴史等の紹介 

ふらのジャム園 

１．富良野や北海道の素材を使い 
   防腐剤・合成香料・着色料などの 
       添加物は一切使用しない 

  原料そのものの味を凝縮したジャム作り 
 

2．日本農村百景に選ばれた 麓郷展望台がすぐ 



ふらのバス 
■セールスポイント■ 

１．貸切バス安全性評価認定制度  

                （☆☆☆ 三つ星） 認定 
 

2. 最新技術を活用した情報の一元管理を推進し、 
 

           『安心・安全なバスの旅』 を提供 
 

 

 

 

 

ジャパンレンタル 

Jarenco（ジャレンコ） 
       ■セールスポイント■ 

１．教育旅行の体験学習をプロデュース 

  ウインター・サマースポーツの総合レンタルショップ 
 

2. スキー・スノーボード学習時にサービスマンが 

    待機・巡回サービス します 



（月）～（土） 9：00～18：00  [日・祝日定休] 

北海道富良野市本町2-27 コンシェルジュ フラノ 2階 

電話 / 0167－22－3421    FAX / 0167-39-1222     

富良野教育旅行センター 

（一般社団法人 ふらの観光協会） 

  お問い合せ 


