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■お申し込みにつきまして

弊社フォーマットの本申込書にご記入頂き、書面にてお申し込みください。お電話では受付しておりません。

予約申込書の先着順に予約内容の調整を行います。感染症対策のため、各イベントの最大上限人数を受け入れ

できない場合があります。仮予約・本予約にかかわらず、キャンセルの場合は必ずご連絡ください。

予約受付に関する内容が変更になる場合がございますので、予めご了承頂きますようお願い致します。

■一般団体様　入場料金につきまして ※下記料金は有料入場の方が対象です。

　　　　　　　　　※特別料金時は対象外となります。当日減員で定数に達しない場合、単価変更になります。

＜シニア＞年齢が分かるものの提示が必要です。お持ちでない場合は大人料金となります。

＜障害者割引＞障害者手帳の提示が必要です（障害者本人様が3歳以上の場合に適用）。

        障害者ご本人様が割引、付添の大人（介助者）1名が無料となります。

■駐車場料金につきまして

・駐車料金のお支払いは原則入場窓口にて頂戴いたしますが、

　 来場日によっては、駐車場にて頂く場合もございます。

※大型車はマイクロバス以上となります。

※二輪車は自転車を除きます。

■お食事（場内への持ち込み）につきまして

お弁当等は場内にお持ち込みいただけます。晴天時はエーカー広場などをご利用ください。

飲食店へのお持ち込みはご遠慮頂いております。

雨天時は、場内の屋内休憩所をご利用ください。なお、一般のお客様も利用する場合がございますので

譲り合ってご利用ください。

■お食事予約（バーベキューまきばセット）につきまして
入場料は別途発生します。お食事の予約はバーベキューハウスのみ、20名様以上より承っております。
バーベキューハウス以外の団体お食事予約は承っておりません。
食材準備の為、2週間前までにご連絡ください。アレルギー等のご相談も事前にご連絡ください。
当日は、お食事準備のため、ご予約時間前のご入室はご遠慮ください。
 予約可能なコース                           内容 　　　料金
 まきばセット     黒毛和牛肉100ｇ、季節の野菜盛り合わせ、ライス、タレ 　　1,980円

※お食事内容の追加やドリンク希望があれば、別途リストをお送りさせて頂きます。

※お食事の数量変更は3日前までにお願い致します。減員、雨天中止もキャンセル料の対象となります。

■団体用アイスクリーム予約につきまして

アイスの引き渡しはミルキーハウスです。

※数量変更の際はお早めにご連絡頂くようにお願いいたします。

800 円

400 円手帳小人（3歳以上）

手帳シニア（65以上） 700 円

手帳大人（中学生以上）

大人（中学生以上）

800 円

1,400 円

700 円

350 円

620 円

団体20名未満

1,600 円
小人（3歳以上）

一般団体料金　内訳

シニア（65歳以上）

団体20名以上

1,400 円

700 円

1,250 円

団体50名以上

1,300 円

650 円

1,150 円

1,200 円

600 円

団体100名以上

ご予約の団体様へのご案内①　～かならずお読みください～

普通車　1台
大型車　1台

当日

700 円

1,200 円

400 円

キャンセル料金

あり

2日前 前日

二輪車　1台

100%

100%　(買取)　1週間前に確定

キャンセル規定

ドリンク（BQ）

 420円　 カップ　　　120ml

食事（BQ） あり

ご予約可能なアイス キャンセル料金

30% 50%

なし



■イベントの希望につきまして

・全てのイベントにおきまして、参加希望の場合は、必ず事前にご予約・ご相談下さい。

当日ご希望された場合には承れないことがあります。申込書に無いイベント・体験は事前にご確認ください。

・各イベントの開始時間前までに、必ず全員集まった状態でお集まり下さい。

団体様ご都合で時間に遅れた場合は、ご希望通りの開催ができない場合がございますので予めご了承ください。

・イベント希望時間については、本紙にご記入いただいた段階では確定ではございません。

決定開催時間を弊社より追ってご連絡いたします。

・来場希望日や予約状況によってはイベント予約を承れない場合もございますので、予めご了承ください。

＜乳搾り教室＞

参加費は無料です。体験中の個別の写真撮影は、イベント進行の妨げとなりますのでご遠慮ください。

・ご参加希望の場合はご予約下さい。自由行動時も団体毎に時間帯を指定しますので、

　予め参加人数を決めて予約をお願いします。

・長期休暇等の平日等で一般のお客様が多く、整理券配布になる場合はご予約が承れない場合もございます。

・団体数が多い場合には、事前に開始時間を調整・指定させていただく場合がございます。

　（団体数により最大12：30頃になる場合あり）

・開始時間の5分前までに、必ず全員揃った状態でお集まり下さい。

・ご予約いただけません。参加するには一般のお客さまと同様、朝から配布する整理券が必要です。

＜バター・ジャム作り体験＞

予約時間の15分前に会場へお越しください。遅れた場合はご参加いただけない場合がございます。

予約可能な体験

　バター作り 1人1個の用意　出来たてを試食（持ち帰り不可）　【最大120名】所要時間：30分～

　ジャム作り 2人1組での体験　ビンに入れて持ち帰り　　　　　【最大80名】 所要時間：45分～

(※体験人数により所要時間が伸びる場合がございます。)

事前予約が必要です。人数により開催場所が変更になる場合があります。

人数によりご予約可能。時間帯の指定、及び上限人数を制限させて頂く場合がございます。

バター・ジャム作り　キャンセル規定 前日 当日

※数量変更は3日前までにお願い致します。減員、雨天中止もキャンセル料の対象となります。

＜動物とのふれあい＞

晴 やぎ・ひつじ：場内ふれんZOO広場にて開催時間中に触れ合いが可能です。ご予約は不要です。

うさぎ・モルモット：団体様のふれあいはできません。

　ふれんZOO広場内では、安全の為、＜動物を追いかけない・走らない・ヤギの遊具に上らない＞

　ようお願いします。また、紙類はリュックにしまってから広場へ入場してください。

雨 雨の程度にもよりますが、場内ふれんZOO広場ではふれあえない場合がございます。

＜やぎ・ひつじのエサやり＞

晴 場内ふれんZOO広場にて開催時間中にエサやりが可能です。数量は事前にご予約ください。【1ボウル　100円】

雨 雨天時は体験ができません。

＜遊戯施設利用＞

開始時間の5分前までに、必ず全員揃った状態でお集まり下さい。遅れた場合はご参加できない場合がございます。

 予約可能な体験

トラクター遊覧 最大定員　25名　所要時間：1周 15分～　屋根付　雨天運行可能

 トロッコ列車 最大定員　60名　所要時間：1周 5分～　 30名様分の屋根付,路面状態により開催不可

・芝すべり、アスレチック広場に関しては、ご予約は不要です。
事前予約が必要です。

ご予約いただけません。一般のお客さまと同様の受付となります。

平日

休日

料金

500円
※乗車人数で

料金がかかります

内容

1セット　650円
※食材のご用意で
料金がかかります

平日

休日

内容 料金

バター作り
100%

ジャム作り

キャンセル料金

あり

2日前

30% 50%

ご予約の団体様へのご案内②　～かならずお読みください～

平日

休日



↓『一般団体様へのご案内』をお読み頂いた上で、ご記入下さいませ。　 　　　　　年　　　月　　　日

団体名：

取扱旅行会社名： TEL:

担当者名： 当日連絡先： FAX：

　　　　名

※年齢が分かる証明書の提示必須

食事開始時間 ： ご注文数 名様分

ドリンク希望

　

※ご希望のものに　　をつけ、希望時間をご記入ください。決定した開催時間を弊社よりご連絡いたします。

※晴天・雨天の開催判断は当日の朝、弊社にて行います

晴天 雨天

□ □

□ □

□ □

□

□ □

□ □

□ □

※ご記入後、ＦＡＸにてお送りください。後日弊社よりご連絡致します。

 FAX:0476-96-1055　/　TEL:0476-96-1001　

担当
者名：

当日
連絡先：

一 般 団 体 予 約 申 込 書

TEL：

FAX：

1　ご来場日時　 　　　　年　　　　月　　　　日（　　　） 　　　時　　　　分　～　　　時　　　　分　

３　交通手段 　バス　　　　　台 自家用車　　　　台 　送迎バス（滑河駅）利用　　　　　名

２　来場人数 大人
(中学生以上)

　　　　名 小人
(３歳以上)

　　　　名 幼児
(3歳未満)

４　雨天時の予定 　決行　・　中止　・　順延（　　　月　　　日）　・　未定　

　　　　名
シニア

（65歳以上）

５　バーベキュー
　　　ご予約

　※予約は20名より、
 　　キャンセル料あり

　　無　・　有 ：まきばセット（黒毛和牛肉100g、季節の野菜、ライス、たれ）  1,980円

　　無　・　有

６　アイスクリーム
　　　ご注文

　有　・　無　　　※団体注文の場合、420円の小カップ（ミルク味）となります

 引換希望時間　　　　： 注文数　　　　　　個 引換場所　ミルキーハウス

７　イベント参加

※イベント予約は、原則平日のご予約受付となります。詳細は1枚目のご案内をご一読ください。

希望時間 参加人数 ご案内

乳搾り教室 11:30～　・　14:30～ 名
団体数により開始時間が変更になる場合あり
※会場　5分前集合

1名500円、1周15分、最大乗車人数25名
※会場　5分前集合

バター作り教室 ： 名 1セット650円　※会場　15分前集合
人数上限、キャンセル料あり。
ご案内をご一読くださいジャム作り

※2人1組での体験になります
： 名

９　その他ご要望

※できるだけ詳しくご記入ください。
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トロッコ列車 ： 名
1名500円、1周5分、最大乗車人数60名
※会場　5分前集合 　路面不良により開催中止

その他
： 名

８　お支払い方法 　現金払い　・　クーポン：全旅/その他（　　　　　　　　　　　　　）　・　事前振込み

やぎ･ひつじエサやり ： 個 1杯100円、ふれんzoo広場にてエサの引き渡し

トラクター遊覧 ： 名


