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西武グループでは、多種多様な事業特性を活かし、お子さまにさまざまな体験をしていただくことで

好奇心を育み、健やかな成長を支援する「西武グループ こども応援プロジェクト」を２０１０年より各
地で開催しております。 

 
今夏の「こども応援プロジェクト」は、当社上場ならびに同プロジェクトが５周年目を迎えたことを

記念し、特別企画として「お子さまの夢、叶えます」キャンペーンを初めて実施いたします。   
同キャンペーンは、西武グループの施設やサービスを使って“お子さまが叶えたい夢”や“やってみ

たいこと”などを自由に記載いただきご応募いただくものです。ご応募いただいた中から、その夢を実
現できるようグループをあげて全力でサポートするビッグドリーム賞を、３名のお子さまにプレゼント
いたします。そのほかにも、プリンスホテルの宿泊券や西武グループの施設のご招待券、ノベルティー
グッズが当たる各種賞もご用意しております。 

 
また、特別企画に加えて、今夏も“挑戦”をテーマに、職業体験や日々の生活や学校では経験できな

いようなさまざまな体験企画を１０７プラン（６月３０日現在）ご用意いたしました。 
例えば、西武鉄道では電車の運行を裏で支える電気係員（No.１）や、プリンスホテルではベルボーイ

やベルガールなどのホテリエ（No.４４）、西武プロパティーズではグランドプリンスホテル赤坂の跡地
で進めている「紀尾井町プロジェクト」の工事現場でのお仕事（No.４８）などさまざまな職業体験をご
用意しております。そのほかにも、夏の自由研究にぴったりな、お子さまが自らの手で作る野球グロー
ブづくり（No.６・２３）や、クワガタの標本づくり（No.７５）、夜の水族館でのお泊り体験（No.１０
５）など、西武グループならではのバラエティーに富んだプランを豊富に取り揃えております。 

いずれのプランも、普段なかなか体験できない“挑戦”の場を通じて、お子さまには「楽しい！」と
感じていただくだけではなく、「できた！」という達成感を味わっていただくとともに、ご家族にとって
お子さまの成長を実感していただければという思いを込めて企画いたしました。 

なお、本リリース発表以降も新たな企画を随時以下の Web サイトにてご案内してまいります。各プラ
ンの詳細については Web サイトまたは、各施設にお問い合わせください。 

 
西武グループでは、今後も経営方針であり、また社員の行動指針として定めたグループビジョンの 

スローガン「でかける人を、ほほえむ人へ。」に基づき、さらなるサービス向上に努めてまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

「西武グループ こども応援プロジェクト」を全国各地で開催 
～上場を記念し、お子さまの夢を叶える特別企画を初開催～ 

  www.seibu-group.co.jp/kodomo-support/ 



 

別 紙 

■“「お子さまの夢、叶えます」キャンペーン”概要 
 
１．内  容 西武グループの施設やサービスを使って、“お子さまが叶えたい夢”、あるいは“やって

みたいこと”を、募集要項に沿って記載いただきご応募いただくもの。ご応募いただき

ました中から審査のうえ、賞品をプレゼントいたします。 
 
２．応募資格 小学生で、募集要項および注意事項のすべてにご同意いただける方 
 
３．実施期間 ２０１４年７月７日（月）～２０１４年８月３１日（日） 

※８月３１日（日）消印有効 
 
４．応募方法 西武グループの各事業所で配布をしているリーフレットもしくは Web サイト

（http://www.seibu-group.co.jp/kodomo-support/）に記載されている募集要項と注意事

項をご確認のうえ、リーフレットもしくは Web サイトの応募フォームに必要事項を記入

していただき、郵送にて事務局宛にお送りください。ご応募はお子さま１名につき、 
１回限りとなります。 

 
５．当選発表 ２０１４年１０月下旬予定 
 
６．賞  品 ビッグドリーム賞「お子さまが応募してくれた夢、叶えます！」      ３名さま 
       ナイスドリーム賞 プリンスホテル宿泊券など、西武グループ施設ご招待券 ５名さま 
       グッドアイデア賞 西武グループオリジナルノベルティグッズ      ３１名さま 

 
 

以 上 
 



1 職業体験 西武鉄道 小手指車両基地
電車に乗ったまま洗
浄機へＧＯ！＆ 電気
係員のお仕事体験！

2014年8月3日（日）
9：00～12：00

電車に乗ったまま洗浄機へ入る
洗車体験をしてから、電車の運
転には欠かせない電気係員に
なって学びます。
踏切の非常ボタンの操作や、軌
陸車（線路も道路も走れる自動
車）の上昇する作業台での電線
路点検、さらには信号機器の配
線作業も体験していただけます。
【定員】小学生のお子さま40名
※保護者同伴でご応募ください。
【応募】募集受付期間7月5日
（土）～16日（水）
※抽選のうえ当選者へ7月17日
（木）にメールでご連絡いたしま
す。

無料 (04)2926-2241

2 職業体験 西武鉄道 トモニー練馬駅店 トモニー1日店長
2014年8月29日（金）
10：00～12：00

トモニー練馬駅店で店長のお仕
事を体験していただけます。
【定員】4名
【応募】募集受付期間：7月1日
（火）～18日（金）
電話にて受付（応募者多数の場
合、抽選）
ＴＥＬ：(04)2926-2474（受付時間：
平日9:00～16:00）
【対象】小学校4～6年生

無料
(04)2926-2474
(平日9:00～16:00)

3 体験 プリンスホテル
ザ・プリンス パークタ
ワー東京

【ホテ育】～土育～総
料理長と一緒に畑で
野菜収穫＆調理体
験！

2014年8月3日(日)

ホテル総料理長と麻布にある畑
で野菜の収穫と調理を体験して
いただけます。
都内ではなかなかできない土に
触れる「土育」と、食のあり方を学
ぶ「食育」を体験できます。

親子2名1組
8,000円
【追加】1名さ
ま4,000円

(03)5400-1111

4 体験 プリンスホテル
ザ・プリンス パークタ
ワー東京

【ホテ育】～音育～ホ
テルのチャペルでコン
サートを楽しもう

2014年8月16日(土)

チャペルにあるパイプオルガンの
壮大な音と、歌のお姉さんの優し
い歌声によるコンサートで音感を
養います。

親子2名1組
3,000円
【追加】1名さ
ま1,500円

(03)5400-1111

5 体験 プリンスホテル 東京プリンスホテル
【ホテ育】～木育～木
を肌で感じるMY箸で
作法を学ぼう！

2014年8月10日(日)

世界にひとつだけのオリジナル
箸作りにチャレンジ！日本人とし
て知っておきたい「箸の作法」を
学び、和食のランチもお楽しみい
ただけます。

親子2名1組
9,000円
【追加】
おとな1名さま
5,000円、
こども1名さま
4,000円

(03)3432-1111

6 体験 プリンスホテル 東京プリンスホテル
【ホテ育】～体育～グ
ローブ作りを体験しよ
う！

2014年8月23日(土)

野球専門店「ベースマン」とス
ポーツメーカー「ミズノ株式会社」
のスタッフ協力のもと、型抜きさ
れた素材を革紐で縫い合わせて
作りあげる、本格的な軟式野球
グローブ作り体験です。完成した
グローブでキャッチボールをし、
運動の楽しさを学びます。
ブッフェレストラン「ポルト」のラン
チ付き。

親子2名1組
25,000円
【追加】
おとな1名さま
14,000円
こども1名さま
11,000円
[見学のみ]
おとな1名さま
3,100円
こども1名さま
1,800円

(03)3432-1111

7 体験 プリンスホテル 東京プリンスホテル

【ホテ育】～花育～花
に触れ親しみ、美しさ
や優しさを感じよう！
～一花一葉のいけば
な体験～

2014年8月24日(日)

「花をいける」ことを通して命ある
花を愛でる心、思いやりや表現
する喜びを育みます。花道家と一
緒に日本文化に触れるいけばな
を体験できます。
ブッフェレストラン「ポルト」のラン
チ付き。

親子2名1組
7,000円
【追加】
おとな1名さま
4,000円
こども1名さま
3,000円

(03)3432-1111
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No. 分類 会社名 施設名 お問合せ先プラン内容 料金プラン名 期日・期間

8 職業体験 プリンスホテル
グランドプリンスホテ
ル新高輪

ホテルのお仕事体験
シリーズ
キッズパーティープロ
グラム

2014年8月10日（日）

シェフ・パティシエ・宴会サービス
の3つのお仕事を通してお客さま
役の保護者を手作りランチでおも
てなしします。

親子2名1組
7,500円

(03)3442-1064
（10：00～18：00）

9 職業体験 プリンスホテル
グランドプリンスホテ
ル新高輪

ホテルのお仕事体験
シリーズ
ホテリエ体験

2014年8月26日（火）
ハウスキーピングやベルのお仕
事などを体験していただけます。

親子2名1組
4,000円

(03)3447-1139
（9：30～19：00）

10 職業体験 プリンスホテル
グランドプリンスホテ
ル高輪

野菜っておいしいね！ 2014年8月19日（火）
京野菜の魅力や野菜の本当の
味を学んでいただけます。
ランチ付き。

親子2名1組
5,000円

(03)3447-1139
（9：30～19：00）

11 体験 プリンスホテル 品川プリンスホテル
親子でボウリングレッ
スン

2014年8月1日（金）、
21日（木）

ホテル所属のプロボウラー上原
プロによるボウリングレッスン。ボ
ウリングの基本を学んだ後は
ゲームで実践します。

親子2名1組
3,200円

(03)3440-1116
(12:00～20:00)

12 体験 プリンスホテル 品川プリンスホテル 親子でテニスレッスン 2014年8月4日（月）

高輪テニスセンターにて、コーチ
からテニスのレッスンを受け、親
子でテニスを体験していただけま
す。
ランチ付き。

親子2名1組
3,200円

(03)3441-0020
（7：00～24：00）

13 職業体験 プリンスホテル 品川プリンスホテル
キッズウエディングプ
ログラム

2014年8月21日（木）

プチブーケを作ったり、結婚式を
成功させるために働くいろいろな
スタッフのお仕事を体験していた
だけます。
スイーツ付き。

親子2名1組
7,800円

(03)5421-7868
（10：00～18：00）

14 職業体験 プリンスホテル
エプソン品川アクアス
タジアム

ナイトアクアスタジア
ム☆お泊り＆お仕事
体験

【第1回】2014年8月2
日（土）～3日（日）
【第2回】2014年8月22
日（金）～23日（土）

普段は見ることのできない夜の
水族館に寝袋でお泊りして、翌日
はイルカトレーナーや飼育員の
お仕事を体験いただけます。
朝食付き。
【定員】各回10組20名さま

親子2名1組
14,000円

(03)5421-1112



No. 分類 会社名 施設名 お問合せ先プラン内容 料金プラン名 期日・期間

16 体験 プリンスホテル 箱根園
箱根園水族館　バック
ヤードツアー

通年
※土・日・祝日に実施

魚への餌やり、バックヤードのご
案内など、普段はできない水族
館の裏側の仕事を体験をしてい
ただけます。
【定員】1日10組さま　※ご予約制
※8才未満のお子さまは保護者
の同伴が必要です。

1名さま500円
※別途、箱根
園水族館の
入館料が必
要

(0460)83-1151

17 体験 プリンスホテル ホテル大箱根
芦ノ湖で釣りデビュー
応援プラン！！

2014年11月30日(日)
まで

スタッフが丁寧に指導をするの
で、未経験でも楽しんでいただけ
ます。
ワカサギやマスなども釣れる芦ノ
湖で、釣りデビューを応援しま
す。

おとな1名さま
（1室3名利用
時）8,576円よ
り

(0460)84-3111

18 体験 プリンスホテル

ザ・プリンス 箱根
ホテル大箱根
龍宮殿
箱根湯の花温泉ホテ
ル

大地の恵みを肌で体
感しよう！二宮金次
郎のふる里で「稲刈り
体験プラン」

2014年10月5日（日）

江戸時代に農政家として活躍し
た二宮金次郎のふる里、小田原
市栢山で稲刈り体験していただ
けます。
稲を鎌で刈り取る体験は、おとな
もこどもも楽しめます。日本の主
食、お米を自分の手で収穫して
みませんか？

おとな1名さま
（1室4名利用
時）12,000円
より

ザ・プリンス 箱根：
(0460)83-1111
ホテル大箱根：
(0460)84-3111
龍宮殿：(0460)83-
1121
箱根湯の花温泉
ホテル：(0460)83-
5111

19 体験 プリンスホテル 大磯ロングビーチ
ボディーボードスクー
ル

2014年7月28日（月）、
8月1日（金）、4日
（月）、8日（金）、18日
（月）、22日（金）、25
日（月）、29日（金）

波のプールでボディーボードを体
験していただけます。
【対象】小学校1年生以上

1名さま2,000
円

(0463)61-7726

20 体験 プリンスホテル 大磯ロングビーチ
スノーケリングレッス
ン＆体験ダイビング

2014年8月13日（水）
～17日（日）
13：00～13：30

プールでスノーケリングを体験し
ていただけます。
【対象】6才以上

1名さま2,000
円

(0463)61-7726

ザ・プリンス 箱根プリンスホテル体験15 (0460)83-1111

月曜：
おとな1名さま
1,500円
こども1名さま
1,050円（水族
館入館＋体
験）
火曜：
1名さま1,000
円（体験+試
食）
水曜：
1名さま1,000
円（体験）
木曜：
おとな1名さま
870円
こども1名さま
760円（体験）
金曜：
1名さま540円
（乗船＋体
験）
土曜：
おとな1名さま
980円
こども1名さま
490円（乗車
＋体験）
日曜：
おとな1名さま
870円
こども1名さま
760円（体験）

月曜日から日曜日まで、曜日替
わりに変わる“6つの体験”をご用
意しました。
夏の箱根へ旅行中、お子さまの
「自由研究」を一緒に終わらせる
ことも可能かもしれません。
緑と湖に囲まれた箱根園エリア
でしかできない、夏の思い出を作
れます。
※ご予約制
※日帰りのお客さまもご参加いた
だけます。

2014年7月22日（火）
～8月31日(日)まで
※8月1日（金）、2日
（土）、8月9日（土）～
16日（土）、20日（水）
は除く

月曜：箱根園水族館
で魚類観察、給餌体
験♪
火曜：ホテルでキッズ
シェフ体験
水曜：自然観察
NatureWalk
木曜：箱根寄木細工
コースター作り体験
金曜：箱根芦ノ湖遊覧
船 船員体験
土曜：箱根 駒ケ岳
ロープウェーの仕組
みを知ろう!!
日曜：箱根寄木細工
コースター作り体験

6つの体験から選ぶ!!
自由研究向け体験プ

ラン♪



No. 分類 会社名 施設名 お問合せ先プラン内容 料金プラン名 期日・期間

21 体験 プリンスホテル 大磯ロングビーチ
スノーケリングレッス
ン＆体験ダイビング

2014年8月13日（水）
～17日（日）
14：00～14：30

プールでダイビングを体験してい
ただけます。
【対象】8才以上

1名さま2,500
円

(0463)61-7726

22 職業体験 プリンスホテル 鎌倉プリンスホテル
シーサイドサマーブッ
フェ

2014年8月3日（日）～
8月24日（日）

ブッフェ会場内にパティシエ体験
ができるコーナーが登場します。

おとな1名さま
5,900円
こども(7～12
才)1名さま
3,600円
幼児(4～6
才)1名さま
1,700円

(0467)33-1205

23 体験 プリンスホテル 川越プリンスホテル
夏休み特別企画「親
子で作ろう野球グロー
ブ作り教室」

2014年8月16日(土)

野球専門店「ベースマン」とス
ポーツメーカー「ミズノ株式会社」
のスタッフ協力のもと、型抜きさ
れた素材を革紐で縫い合わせて
作りあげる、本格的な軟式野球
グローブ作り体験です。健やかな
お子さまの成長ぶりを感じなが
ら、ご家族での夏休みの思い出
づくりにおすすめ。完成後は修了
書をお子さまにプレゼントいたし
ます。自由研究にも最適です。
ランチ付き。

基本セット(お
とな1名さま
＋こども1名さ
ま)21,000円
【追加】
おとな1名さま
11,500円、
こども1名さま
9,500円
【見学のみ】
おとな1名さま
3,000円
こども1名さま
1,600円

(049)227-1112

24 その他 プリンスホテル 川奈ホテル
【キッズフリー】プール
に縁日 夕食はデザー
トブッフェ付

2014年7月12日（土）
～2014年8月31日
（日）

川奈の夏はファミリーにお得！！
屋外プール・縁日・デザートブッ
フェ付きの夕食・キッズフリーと盛
りだくさん。

①大小3つのプールは小さなお子
さまから小・中学生、パパ･ママも
大満足。
②ホテル内で7月25日(金)～8月
31日（日）まで開催する『川奈縁
日』ではホテルにいながら夏祭り
を体験できます。
※縁日の実施期間以外でご利用
のお客さまには、お子さまに景品
をプレゼント。
③おとな2名さまのご予約で寝具
の必要のない添い寝のお子さま
（小学生まで）分の夕食・朝食が
無料。プール券（滞在中）・サン
パーラーワンドリンク無料（滞在
中１回）・花火のプレゼント付き

1泊2食付
おとな1名さま
19,741円より

(0557)45-1111

25 職業体験 プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル 軽井沢キッズキッチン
2014年8月10日（日）
～15日（金）
10：30～14:00

シェフと一緒に「収穫」から「調
理」、「試食」までを体験していた
だける食育プログラムです。
【対象】7～12才までのお子さま
【定員】各日6名さま

1名さま5,000
円

(0267)42-1111

26 体験 プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル 軽井沢カブトムシの森
2014年7月12日（土）
～8月24日（日）

夏休み限定の特別自然体験プロ
グラムです。カブトムシの姿を間
近で観察していただけます。

1名さま500円 (0267)42-8114

27 体験 プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル
ネイチャーキッズ森の
家
キッズチャレンジ

通年

キッズチャレンジとは、チャレンジ
精神を育む、こどもが大好きな野
外体験です。クライミング、昆虫
ハンター、雪遊びなど季節に合
わせた楽しい体験をご用意して
おります。

半日 5,000円
（3時間）
1日 11,000円
（7時間）

(0267)42-8114
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28 体験 プリンスホテル 嬬恋プリンスホテル

～夏野菜収穫体験な
ど～わくわく体験チ
ケット付きプラン（朝食
付き）

2014年7月19日（土）
～8月30日(土）
※除外日8月9日（土）
～16日（土）

さまざまなアクティビティにご利用
いただけるお得なチケット付きの
プランです。（アクティビティによっ
て必要なチケット枚数が異なりま
す）
◆夏野菜収穫体験
　 海野農園にて、嬬恋キャベツ、
生で食べられるトウモロコシなど
旬の野菜の収穫を体験します。
収穫した野菜はお持ち帰りいた
だけます。
◆群馬名産こんにゃく・フルーツ
チューづくり体験
　 浅間酒造観光センターにて、こ
んにゃく、フルーツチューづくり、
最中・どらやき あんこ詰めを体験
していただけます。

グラウンドゴルフなど、他にも夏
の楽しい思い出体験をご用意し
ております。

※一部ご予約制。詳細はホテル
にご確認ください。

1名さま
8,550円より

(0279)97-4111

29 体験 プリンスホテル
函館大沼プリンスホテ
ル

夏休み　親子でわくわ
くどきどきカヌーアドベ
ンチャー　朝食付

2014年7月14日（月）
～8月31日（日）

カナディアンカヌークルーズに親
子で挑戦していただけます。大空
を気持ちよく飛んでいる野鳥や湖
上で羽を休めた水鳥などとの遭
遇、湖水の湧き水、無人島での
休憩など、非日常的な空間が楽
しめます。夏の19：00出発のナイ
トクルーズでは蛍の幻想的な風
景も楽しめます。

9,800円より (0138)67-1111

30 職業体験 プリンスホテル 大津プリンスホテル
ホテルマン体験　元気
にごあいさつ

2014年7月22日（火）
～25日（金）
2014年7月28日（月）
～8月1日（金）
各日17:00～

本物のユニフォームを着て、ベル
ボーイ・ベルガールのお仕事をし
ていただけます。お仕事体験を
通して、挨拶の大切さを学びま
す。
【定員】1組3名さままで
　※ご宿泊者限定・ご予約制

1名さま2,000
円

(077)521-1111

31 体験 プリンスホテル 大津プリンスホテル なりきりミシガン船長
2014年7月22日（火）
～8月1日（金）
各日15：55～17：10

外輪船・ミシガン船長の制服を着
てキャプテン気分を満喫。雄大な
琵琶湖の中に身をおけば、将来
に向けて大志が芽生えるきっか
けになるかもしれません。本物の
操舵室も見学していただけます。
【定員】1日1名
　※ご宿泊者限定・ご予約制

1名さま3,000
円
※別途、ミシ
ガン乗船料
が必要

(077)521-1111

32 体験 プリンスホテル 大津プリンスホテル キッズフラステージ

2014年8月3日（日）、
10日（日）、13日
（水）、14日（木）、17
日（日）、24日（日）
・練習 16：00～17：00
・本番ステージ18：10
～

カワイイ衣裳に着替えてキッズフ
ラダンスにチャレンジします。リ
ゾートムード満点のプールサイド
で、お客さまを前にした本番ス
テージに出演します。
【定員】1日5名
　※ご宿泊者限定・ご予約制
【対象】4才～小学6年生程度
【衣装】ホテルにてご用意しており
ます

1名さま2,000
円

(077)521-2933

33 体験 プリンスホテル 大津プリンスホテル
環境学習船「megumi」
のECOクルーズ

2014年8月15日（金）
10:：00～12：30

環境にやさしいエコクルーズ船
「megumi」に乗船し湖上体験と環
境について学びます。
デッキから湖面まで1メートルと湖
を間近に感じられます。
【定員】40名さま　※ご予約制

1名さま3,000
円

(077)521-2933

34 職業体験 プリンスホテル 大津プリンスホテル
板さんと一緒に 巻き
寿司作り体験＆ラン
チ

2014年8月18日（月）
～22日（金）
2014年8月25日（月）
～29日（金）
・受付 13：00
・ランチ13：30～
・巻き寿司作り体験
15：00～

ホテルの板前の指導で、巻き寿
司作りを体験します。和食「清水」
でのランチ付き。
【定員】1日4組限定　※ご予約制
【対象】7～12才

1組8,000円
(おとな2名さ
ま＋こども1
名さまでご利
用の場合)
【追加】
お子さま1名
さま3,000円
(体験・お食
事)

(077)521-5544
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35 職業体験 プリンスホテル 大津プリンスホテル
バーテンダーと一緒に
カクテル作り体験＆ラ
ンチ

2014年8月18日（月）
～22日（金）
2014年8月25日（月）
～29日（金）
・受付13：00～
・ランチ13：30～
・カクテル作り体験15：
00～

バーテンダーになりきって、かっ
こよくカクテル作りにチャレンジ！
ランチは洋食ランチコース／和会
席／洋食ランチブッフェ／中国料
理ランチブッフェよりお選びいた
だけます。
※カクテルはノンアルコールで
す。
【定員】1日6組限定　※ご予約制
【対象】9～12才

1組8,000円
(おとな2名さ
ま＋こども1
名さまでご利
用の場合)
【追加】
お子さま1名
さま3,000円
(体験・お食
事)

(077)521-5542

36 職業体験 プリンスホテル 大津プリンスホテル
親子で楽しむ　パン作
り体験＆ランチ

2014年8月10日（日）
～12日（火）
・受付13：00～
・パン作り体験13：30
～
・喫茶14：30～
・パンお渡し16：30頃

ホテルのベーカリースタッフの指
導によるパン作りを通して調理す
ることの楽しさを学びます。焼き
上がったパンはお持ち帰りいた
だけます。
【定員】1日10組限定　※ご予約
制
【対象】小・中学生

親子2名1組
2,800円(おと
な1名さま＋
こども1名さま
でご利用の
場合)
【追加】
1名さま1,400
円(体験・喫
茶)
※喫茶のみ
の場合800円

(077)521-5523

37 体験 プリンスホテル 大津プリンスホテル 唐橋焼陶芸体験

2014年7月19日（土）
～27日（日）の間の
土・休日、8月2日（土）
～24日（日）の間の
土・休日と8月8日（金）
16：00～20：00
※8月8日（金）のみ
13：00～17：00

びわ湖のブルーと幸福を呼ぶフ
クロウをメインモチーフにした唐
橋焼の陶芸を体験します。

チケット制
1,200円／
1,500円／
2,000円
※内容によっ
てチケット料
金が変わりま
す

(077)521-1111

38 その他 プリンスホテル 大津プリンスホテル
ミニビオトープ風水槽
展示

2014年7月19日（土）
～8月31日（日）

親子で自然観察、どんなお魚が
いるのかな？
池や湖沼などかつての山村に
あった固有の水生生物の原風景
をビオトープ風に再現します。

無料 (077)521-2933

39 職業体験 プリンスホテル
グランドプリンスホテ
ル広島

バーテンダー体験

7月21日（月）、28日
（月）、
8月4日（月）、18日
（月）、25日（月）

ホテルバーテンダーと一緒にオリ
ジナルのノンアルコールカクテル
作りに挑戦していただけます。

ランチプラン
親子2名1組
5,500円

(082)256-1111

40 職業体験 プリンスホテル
グランドプリンスホテ
ル広島

パティシエ体験

7月22日（火）、23日
（水）、29日（火）、30
日（水）、8月19日
（火）、20日（水）、26
日（火）、27日（水）

コックコートを着てパティシエと一
緒にスイーツ作りをします。作っ
たスイーツはお持ち帰りいただけ
ます。

ランチプラン
親子2名1組
5,500円
ディナープラ
ン親子2名1
組7,500円

(082)256-1111

41 職業体験 プリンスホテル
グランドプリンスホテ
ル広島

シェフ体験
7月24日（木）、31日
（木）、8月7日（木）、
21日（木）、28日（木）

コックコートを着てホテルシェフと
一緒に料理作りに挑戦していた
だけます。

ランチプラン
親子2名1組
5,500円
ディナープラ
ン親子2名1
組7,500円

(082)256-1111

42 体験 プリンスホテル
グランドプリンスホテ
ル広島

フラワーコーディネー
ター体験

7月25日（金）、8月1日
（金）、8日（金）、22日
（金）、29日（金）

フラワーコーディネーターと一緒
にフラワーアレンジメントに挑戦。
作品はお持ち帰りいただけます。

ランチプラン
親子2名1組
5,500円

(082)256-1111
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43 体験 プリンスホテル
グランドプリンスホテ
ル広島

ウエディングプラン
ナー・花嫁体験
※女の子限定

7月25日（金）、8月1日
（金）、8日（金）、22日
（金）、29日（金）

ウエディングプランナーと一緒に
披露宴会場やチャペルを見学。ド
レスを着て記念撮影をしていただ
けます。

ランチプラン
親子2名1組
5,500円

(082)256-1111

44 職業体験 プリンスホテル
グランドプリンスホテ
ル広島

ベルボーイ・ベルガー
ル体験

7月19日（土）、20日
（日）、27日（日）、8月
2日（土）、3日（日）、
23日（土）、24日
（日）、30日（土）、31
日（日）

制服を着てホテルスタッフと一緒
にホテリエの心得を学びます。挨
拶体験や館内見学なども実施い
たします。

ランチプラン
親子2名1組
5,500円

(082)256-1111

45 その他 プリンスホテル
日南海岸 南郷プリン
スホテル

家族応援！こどもの
朝食無料特典付きサ
マープラン

2014年7月19日（土）
～8月23日（土）

このプランでお申込みいただいた
お子さま（4～6才）の朝食が無料
でご利用いただけるスペシャルプ
ランです。お得に南国宮崎の夏
を満喫していただけます。

1名さま（2名1
室利用時）
5,580円より
※1泊朝食付
き

(0987)64-2111

46 その他 プリンスホテル
日南海岸 南郷プリン
スホテル

家族応援！こどもの
食事無料特典付きサ
マープラン

2014年7月19日（土）
～8月23日（土）

このプランでお申込みいただいた
お子さま（4～6才）の夕・朝食が
無料でご利用いただけるスペ
シャルプランです。

1名さま（2名1
室利用時）
9,780円より
※1泊夕朝食
付き

(0987)64-2111

47 体験 西武バス 西武研修センター
西武バスの交通安全
教室

2014年8月24日（日）

本物のバスを使った交通安全教
室を開催いたします。バスの死角
を実際に体験するほか、車両設
備などでバスについて学んでい
ただけます。
【対象】幼稚園生から小学3年生
までのお子さま（1名）とその保護
者（1名）のペア
【定員】20組40名
【応募】Eメールにて受付（応募者
多数の場合、抽選）
【応募方法】
Eメールにて①お子さまの氏名・
学年（年齢）、②保護者の氏名、
③住所、④電話番号を記入の
上、下記お申し込みアドレスに送
信してください。
Ｅメール：kodomo@seibubus.co.jp

無料 (04)2926-3530

48 職業体験
西武プロパティー
ズ

紀尾井町プロジェクト
紀尾井町プロジェクト
で工事のお仕事体
験！

2014年8月21日（木）

建物づくりの楽しさを体験してい
ただけます。
赤プリ跡地で建築中の「紀尾井
町プロジェクト」の工事現場で、工
事のお仕事体験に参加できま
す。
※ご予約制

無料
(03)3234-3591
（平日9：00～17：
00）

49 職業体験 西武建設 西武研修センター
西武建設　夏休み親
子建設業体験

2014年8月3日（日）
9：00～12：00

「測量」や赤外線カメラを使った
建物の劣化診断など、親子で建
設業のお仕事体験や、工具の使
い方を覚えて、レターケースづく
りを体験していただけます。
【定員】10組20名
【対象】小学校3年生～6年生と保
護者

無料 (04)2926-3311

50 職業体験 伊豆箱根鉄道 伊豆箱根鉄道 駿豆線
こども車掌体験＆新し
い修善寺駅を見学し
よう！

2014年8月16日（土）
臨時電車を運行し、本物の電車
内で車掌のお仕事体験をしてい
ただけます。

臨時列車の
運行区間分
の運賃が必
要

(055)977-1207
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51 職業体験 伊豆箱根鉄道
伊豆箱根鉄道 大雄山
線

親子電車教室ｉｎ大雄
山

2014年8月23日（土）
電車について勉強し、車掌のお
仕事や電車の洗車機などを体験
していただけます。

こども（小学
生以上）1名さ
ま1,000円

(055)977-1207

52 職業体験 伊豆箱根鉄道 箱根 芦ノ湖遊覧船
親子で乗船！箱根芦
ノ湖遊覧船・小学生船
員体験ツアー

2014年7月27日（日）、
8月17日（日）
13：30～15：30

普段入ることができない「操舵
室」の見学、ライフジャケットの着
用体験・船内巡視やロープワーク
など遊覧船の船員のお仕事を体
験していただけます。
【定員】1日30組　※先着順にて
受付

親子2名1組
1,500円

(0460)83-6351

53 その他 伊豆箱根鉄道
伊豆･三津シーパラダ
イス

遊覧船「チャッピー」お
子さま乗船無料！

2014年7月21日（月・
祝）

海の日を記念して保護者同伴の
小学生以下のお子さまは無料で
乗船いただけます。

無料
※別途、伊
豆・三津シー
パラダイスの
入場料が必
要

(055)943-2331

54 その他 伊豆箱根鉄道
伊豆･三津シーパラダ
イス

自由研究お助け隊！
海のいき物ハンター

2014年8月2日（土）、3
日（日）

海の生き物を採集し、飼育員の
解説により夏休みの研究課題の
ひとつとして役立ちます。

無料
※別途、伊
豆・三津シー
パラダイスの
入場料が必
要

(055)943-2331

55 その他 伊豆箱根鉄道
伊豆･三津シーパラダ
イス

まだ間に合う！？自
由研究お助け隊！海
のいき物ハンター
パート2

2014年8月23日（土）、
24日（日）

海の生き物を採集し、飼育員の
解説により夏休みの研究課題の
ひとつとして役立ちます。

無料
※別途、伊
豆・三津シー
パラダイスの
入場料が必
要

(055)943-2331

56 その他 伊豆箱根鉄道
箱根 十国峠ケーブル
カー

夏の十国峠でトレイン
体験

2014年8月7日（木）～
25日（月）

山頂展望台でミニ電車乗車体
験、プラ列車で自由に遊んでい
ただける遊び場、鉄道制服の試
着などを体験していただけます。

ミニ電車1回
100円
※別途、ケー
ブルカーの往
復運賃が必
要

(0557)81-6895

57 その他 伊豆箱根鉄道
箱根 十国峠ケーブル
カー

静岡県民の日小学生
ケーブルカー乗車無
料

2014年8月21日（木）

静岡県民の日を記念して保護者
同伴の小学生以下のお子さまの
乗車が無料です。静岡県民以外
のお子さまも対象となります。

おとな（中学
生以上）430
円

(0557)81-6895

58 その他 伊豆箱根鉄道 伊豆箱根鉄道 駿豆線
いずっぱこレトロスタ
ンプラリー

2014年7月19日（土）
～8月31日（日）

明治・大正・昭和に撮影された4
駅舎の写真をもとに、ご家族や駅
員さんに聞いて現在の駅舎で、4
つの「乗車記念」スタンプを集め
て、くじを引くと「いずっぱこ商品」
が当たります。

無料
※交通費は
各自でご負
担ください

(055)977-1207



No. 分類 会社名 施設名 お問合せ先プラン内容 料金プラン名 期日・期間

59 体験 近江鉄道 賤ヶ岳リフト 親子で昆虫採集
2014年8月2日（土）～
17日（日）

湖北随一の景勝地、奥琵琶湖と
余呉湖が一望できます。大自然
の中で親子でカブトムシやクワガ
タを見つけよう。昆虫を採集でき
たら、プレゼントがもらえます。

無料
※別途、賤ヶ
岳リフトのリフ
ト代が必要

(0749)82-3009

60 体験 近江鉄道 近江富士花緑公園
どうぶつのカスタネッ
ト作り

2014年7月25日（金）、
26日（土）

ひのき材を使って動物の顔のカ
スタネットづくりを体験していただ
けます。
【対象】どなたでも（小学生以下は
保護者同伴）
【定員】各回　15名さま
【応募】1週間前までに事前申し
込み
※7月2日（水）申し込み開始

1名さま500円 (077)586-1930

61 体験 近江鉄道 近江富士花緑公園 森のアースアート体験
2014年8月8日（金）、9
日（土）

木の実や枝など自然の素材を
使ってオリジナルアート作品を作
ります。
【対象】どなたでも（小学生以下は
保護者同伴）
【定員】各回　20名さま
【応募】1週間前までに事前申し
込み
※7月2日（水）申し込み開始

1名さま200円 (077)586-1930

62 体験 近江鉄道 近江富士花緑公園 昆虫観察会 2014年8月23日（土）

公園を散策して、トンボをはじめ
さまざまな生き物と出会おう。
【対象】どなたでも（小中学生は保
護者同伴）
【定員】20名さま
【持ち物】虫かご・虫取り網
【応募】1週間前までに事前申し
込み
※7月2日（水）申し込み開始

1名さま200円 (077)586-1930

63 体験 近江鉄道 近江富士花緑公園
木のものづくり体験
貯金箱作り

2014年8月24日（日）

木製の家の形をした貯金箱を作
ります。
【対象】小学生以上（小中学生は
保護者同伴）※未就学児の入室
は不可。
【定員】15名さま
【応募】1週間前までに事前申し
込み
※7月2日（水）申し込み開始

1名さま800円
※同伴者1名
さまにつき体
験料200円が
必要

(077)586-1930

64 体験 近江鉄道 近江富士花緑公園
木のものづくり体験
木のキューブパズル
作り

2014年8月30日（土）

木のブロックを組み合わせて立
体パズルを作ります。
【対象】小学生以上（小中学生は
保護者同伴）※未就学児の入室
は不可。
【定員】15名さま
【応募】1週間前までに事前申し
込み
※7月2日（水）申し込み開始

1名さま800円
※同伴者1名
さまにつき体
験料200円が
必要

(077)586-1930

65 体験 近江鉄道 びわこ文化公園
夏休みこども茶道教
室

2014年7月30日（水）、
31日（木）、
8月6日（水）、7日（木）

お辞儀の仕方、お茶やお菓子の
いただき方など茶道の作法を通
して相手を思いやる日本文化を
体験していただけます。
【対象】小学生以上
【応募】事前申し込み
※7月1日（火）申し込み開始

1名さま800円 (077)543-5831

66 体験 近江鉄道
彦根駅前保育園ほほ
えみ園

はじめてのおたより 2014年7月27日（日）

滋賀県の桧の間伐材で作られた
木はがきにおたよりを書きます。
【対象】未就学児とその保護者さ
ま
【定員】各回10組（予約先着順）
※ご予約制

木はがき代1
枚100円
※郵送料は
含まれません

(0749)22-3332
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67 体験 近江鉄道
滋賀県営都市公園湖
岸緑地

昆虫観察会
2014年7月19日（土）、
26日（土）

昆虫博士と一緒に公園を歩きな
がら昆虫を探します。 いつもは見
つけられなかった昆虫も隠れて
いるかも。 採った昆虫たちはス
ケッチをして研究していただけま
す。

1名さま200円 (077)534-8959

68 体験 近江鉄道
滋賀県営都市公園湖
岸緑地

外来魚釣り体験
2014年8月2日（土）、9
日（土）

はじめての方でも安心。釣りの基
本から一緒に学びます。  釣った
魚は解剖をして、びわ湖の中で
何を食べているのかお腹の中を
調べます。

1名さま200円 (077)534-8959

69 その他 近江鉄道
草津市立水生植物公
園みずの森

おやこdeおはなしえほ
ん

2014年8月24日（日）
10：00～10：50（受付
開始9：30～）

大きなスクリーンを使った絵本の
よみきかせ会。子どもたちだけで
なく、パパやママも一緒に絵本の
世界を楽しめます。手遊びや抽
選会もおこないます。
【対象】0才～小学生とその保護
者さま、妊婦さまとそのご家族さ
ま
合計100組
※自由席・受付先着順
※2才以下のお子さまは保護者
のひざ上での鑑賞となります。

無料
※別途、草津
市立水生植
物公園みず
の森の入園
料が必要

(077)568-2332

70 その他 近江鉄道
草津市立水生植物公
園みずの森

みずのクイズラリー
2014年7月1日（火）～
8月31日（日）

「植物と人、水と人のふれあい」を
テーマにした自然いっぱいの植
物園。園内のいろんな植物の名
前やアトリウム（温室）の水生植
物に関するクイズをご用意してい
ます。アトリウムには、熱帯スイ
レンを中心とした国内外の水生
植物を集め、一年中珍しいお花
が楽しめます。
【対象】小学生までとそのご家族
さま

無料
※別途、草津
市立水生植
物公園みず
の森の入園
料が必要

(077)568-2332

71 その他 近江鉄道 八幡山ロープウェー やまのクイズラリー
2014年7月1日（火）～
8月31日（日）

ロープウェーから眺める近江八
幡の街並みに子どもたちは大興
奮！標高271.9ｍの山頂からは
琵琶湖、西の湖、旧城下町など
が見渡せます。八幡山や近江八
幡の歴史に関するクイズをご用
意しています。

無料
※別途、八幡
山ロープ
ウェーの乗車
代が必要

(0748)32-0303

72 その他 近江鉄道 真野自動車教習所 はじめての自転車
2014年7月27日（日）、
8月3日（日）

真野自動車教習所のコースを自
転車練習場として無料開放いた
します。
【対象】小学生とその保護者さま
【定員】各日20組（予約先着順）
※ご予約制

無料
※別途、保険
料が必要

(077)573-0580

73 職業体験 近江トラベル オーミマリン こども船長体験
2014年7月19日（土）、
20日（日）、21日（月・
祝）

船長の制服を着用し、操舵室内
で船長体験ができます。

こども無料
乗船料おとな
1名さま2,500
円

（0749)22-0619

74 その他 近江トラベル 近江トラベル
愛・地球博記念公園
＆名古屋市科学館

2014年8月9日（日）

愛・地球博記念公園にて、映画
「となりのトトロ」に登場するサツ
キとメイの家を見学し、名古屋市
科学館のプラネタリウムを鑑賞す
る親子でご参加いただける日帰
りバスツアーです。

こども1名さま
4,680円
おとな1名さま
4,980円

(0749)22-3308
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75 体験 豊島園 としまえん 標本教室
2014年8月1日（金）、4
日（月）、6日（水）、8
日（金）

セアカフタマタクワガタを使った学
術標本を作ります。
【対象】小学校3年生～中学生
【定員】各日5名（先着順）
【申込方法】ご予約制
※2日前までに昆虫館まで電話
予約

 4,000円（標
本箱含む）
※別途、とし
まえんの入園
料、昆虫館の
入館料が必
要

(03)5971-2434

76 その他 豊島園 としまえん
オオクワガタ幼虫飼育
講座

2014年8月18日（月）、
20日（水）、22日（金）

オオクワガタの幼虫・菌糸瓶を利
用した幼虫飼育のノウハウを学
びます。
【対象】小学生・中学生
【定員】各日8名
【申込方法】予約制：往復はがき
にてお申し込み下さい。
※2014年7月31日（木）消印有効

1,500円（オオ
クワガタ幼虫
2頭・菌糸瓶2
本）
※別途、とし
まえんの入園
料、昆虫館の
入館料が必
要

(03)5971-2434

77 体験 豊島園 としまえん 化石割り体験
2014年7月19日（土）
～8月31日(日)

お子さまが気軽にできる化石探
し。原石を割って、昆虫や植物の
化石を探しだそう。
【対象】小学生以上
【申込方法】昆虫館売店にて随時
受付

原石１個：500
円　　　　　※
別途、としま
えんの入園
料、昆虫館の
入館料が必
要

(03)5971-2434

78 体験 豊島園 としまえん
カブト・クワガタの立体
標本作り

2014年7月19日（土）
～8月31日(日)

カブトムシ・クワガタを使ってケー
ス入りの立体標本づくりを体験し
ていただけます。
【対象】小学生以上
【申込方法】昆虫館売店にて随時
受付

1,200円～
※別途、とし
まえんの入園
料が必要

(03)5971-2434

79 体験 豊島園 としまえん
エコガラスで作るキラ
キラ虫アート

2014年7月19日（土）
～8月31日(日)

エコガラスを使ったキラキラ光る
砂絵風の虫アート作品づくりを体
験していただけます。
【対象】小学生以上
【申込方法】昆虫館売店にて随時
受付

1,000円
※別途、とし
まえんの入園
料が必要

(03)5971-2434

80 体験 豊島園 としまえん キャンドルファクトリー

通年
※遊園地営業日の
土・日・祝日に実施
※夏休み営業期間中
の7月12日（土）～8月
31日（日）は毎日営業

親子で楽しめる手作りキャンドル
体験イベントです。世界で一つだ
けのオリジナルキャンドルづくり
を体験していただけます。

1,300円～
※別途、とし
まえんの入園
料が必要

(03)3990-8800

81 職業体験
西武レクリエーショ
ン

西武園ゆうえんち
メルヘンタウンお姉さ
んお兄さんお仕事体
験

2014年7月5日（土）、
19日（土）、8月2日
（土）、16日（土）

衣装を着用し、メルヘンタウンの
お姉さん・お兄さんと、メルヘンタ
ウンのイベント「ジャンケンパラダ
イス」のお仕事を体験していただ
けます。

無料
※別途、西武
園ゆうえんち
の入園料が
必要

(04)2922-1371

82 職業体験
西武レクリエーショ
ン

西武園ゆうえんち
アトラクションお仕事
体験

2014年8月の毎週土
曜日・日曜日

ジャイロタワーやメリーゴーランド
など遊園地のアトラクションの運
転のお仕事の補助を体験してい
ただけます。

500円
※別途、西武
園ゆうえんち
の入園料が
必要

(04)2922-1371
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83 体験
西武レクリエーショ
ン

BIGBOX高田馬場西
武フィットネスクラブ

ジュニアスイミングス
クール
「夏の短期水泳教室」

第1期　2014年7月22
日（火）～24日（木）の
3日間
第2期　2014年7月26
日（土）・27日（日）の2
日間

一人ひとりにあったレッスン課題
ややる気がもてる目標を設定し
た水泳教室です。また、水泳指
導と共に「あいさつ／マナー」に
関する社会性の習得も目指しま
す。水遊びが初めてのお子さまも
安心して参加していただけます。
【対象】3才～中学生

第1期（3日
間）　3,000円
第2期（2日
間）　2,000円
第1・2期（5日
間）　4,000円

(03)5272-5203

84 体験
西武レクリエーショ
ン

BIGBOX高田馬場西
武フィットネスクラブ

ジュニアスイミングス
クール
「親子ベビースイミン
グ」

2014年8月30日（土）、
31日（日）

水の中でお子さまといっしょに遊
んだり、からだを動かしたり楽しく
スキンシップをします。また、同じ
年頃のお子さまを持つお友達が
でき、育児の悩みを相談したり情
報交換をしていただけます。
【対象】生後6か月～3才未満

1日間　親子
で3,000円
2日間　親子
で4,000円

(03)5272-5203

85 体験
西武レクリエーショ
ン

BIGBOX高田馬場西
武フィットネスクラブ

ジュニア体操スクール
「無料体験会」

2014年7月23日（水）、
25日（金）、28日（月）

お子さまの体力向上に向けた体
操教室を開催します。小さな目標
をたてて「できた」をいっぱい体験
し、お子さまの「やる気」を引き出
します。
【対象】3才～小学生

無料 (03)5272-5205

86 体験
西武レクリエーショ
ン

BIGBOX高田馬場西
武フィットネスクラブ

ジュニア体操スクール
「夏の短期体操教室」

2014年7月29日（火）
～31日（木）の3日間

マットや鉄棒を使用し、運動遊び
から楽しく器械体操の基礎を身
につけていきます。また、学校で
の体育に合わせたプログラムを
ご用意。楽しく苦手を克服し、学
校の体育授業も安心です。
【対象】3才～小学生

3日間　3,000
円

(03)5272-5205

87 体験
西武レクリエーショ
ン

西武鷺ノ宮フィットネ
スクラブ

ジュニアスイミングス
クール
「夏の短期水泳教室」

2014年7月29日（火）
～31日（木）の3日間

楽しいレッスンで苦手を克服し、
学校の水泳授業も安心です。少
人数制で、優しく丁寧に指導しま
すので、初めて水泳を習うお子さ
までも安心して参加していただけ
ます。
【対象】3才～小学生

3日間　6,000
円
※7月14日
（月）までにお
申込みいた
だくと、早割
料金にて、
5,500円

(03)3330-2131

88 体験
西武レクリエーショ
ン

西武ドームテニスコー
ト

テニスラケットのガット
張り職人になろう！

2014年8月4日（月）

テニスラケットのガットの張り替え
にチャレンジします。
テニスには絶対に欠かせない
ガットの知識を学びながら、みん
なでガット張りに挑戦していただ
けます。夏休みの自由研究にも
ぴったりです。
【定員】各回3名
【対象】小学3年生～中学3年生
のテニス経験者

1回 1,080円 (04)2924-2277

89 体験
西武レクリエーショ
ン

BIGBOX東大和インド
アテニスコート

テニスラケットのガット
張り職人になろう！

2014年8月1日（金）

テニスラケットのガットの張り替え
にチャレンジします。
テニスには絶対に欠かせない
ガットの知識を学びながら、みん
なでガット張りに挑戦していただ
けます。夏休みの自由研究にも
ぴったりです。
【定員】各回3名
【対象】小学校3年生～中学生の
テニス経験者

1回 1,080円 (042)566-6210

90 体験
西武レクリエーショ
ン

ダイドードリンコアイス
アリーナ

夏休みワクワク短期
フィギュアスケートス
クール

2014年7月30日（水）
～31日（木）

西武東伏見フィギュアスケートク
ラブ専属インストラクターによる
指導で初心者でもフィギュアス
ケートの基本を楽しく学べます。
西武東伏見フィギュアスケートク
ラブ生による演技披露あり。最終
日には記念に撮影した集合写真
をプレゼント。
【定員】100名
【対象】4才～中学生

1名さま8,000
円（2日間）

(042)467-7171
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91 その他 西武トラベル
ハプナビーチプリンス
ホテル

JALチャーター便で行
くハワイ島

2014年7月23日(水)、
27日(日)、8月16日
(土)

夏休み、極上のリゾートで過ごす
ハワイの休日をお楽しみくださ
い。お泊まりはハワイ島「ハプナ
ビーチプリンスホテル」で。
目の前には全米一美しいビーチ
に選ばれたハプナビーチが広が
ります。青く澄んだ海で野生のイ
ルカ達と触れ合うことができるか
もしれません。

285,000円～
465,000円

(03)6743-7173
(9:30A.M～
6:00P.M. 土・日・祝
日を除く)

92 その他 西武トラベル 雫石プリンスホテル
夏休み　東北新幹線
で行く！小岩井農場
満喫体験

2014年7月26日(土)～
9月14日(日)

往復の新幹線と「雫石プリンスホ
テル」のご宿泊をセットにしたお
得なプランをご用意しました。岩
手山を望む小岩井農場の観光エ
リア「まきば園」など、ご家族で歴
史も大自然もお楽しみいただけま
す。

おとな1名さま
30,700円～
52,800円
こども(小学
生まで)1名さ
ま 20,700円
～40,800円

(03)6743-7173
(9:30A.M～
6:00P.M. 土・日・祝
日を除く)

93 体験 西武造園
国営・都立東京臨海
広域防災公園

熱気球イベント
2014年8月2日（土）、3
日（日）

東日本大震災復興支援イベント
として日本各地より熱気球が集ま
ります。熱気球の体験搭乗や体
験型の熱気球教室に参加して熱
気球について学んでいただけま
す。

おとな（中学
生以上）1名さ
ま2,000円
こども（小学
生）1名さま
1,000円
未就学児：無
料

(03)3529-2180

94 体験 西武造園
板橋区立熱帯環境植
物館

夏休み特別展
2014年7月19日（土）
～8月31日（日）

東南アジアのカブトムシ・クワガタ
ムシに直接触れて観察できま
す。

入館料
おとな1名さま
240円
小中学生1名
さま120円
※土・日曜
日、区立小学
校の夏休み
期間中は小
中学生の入
館無料

(03)5920-1131

95 体験 西武造園
国営武蔵丘陵森林公
園

モンテッソーリ教育
「親子で楽しむ自然教
育」～いのちが育つお
手伝いの話～

2014年9月6日（土）、
10月11日（土）、11月8
日（土）

広大な公園の中であるがままの
自然の姿から「幼児期における
五感を通じた原体験の大切さ」を
体験しながら学びます。

ご家族1組
1,500円
※別途、国営
武蔵丘陵森
林公園の入
園料が必要

(0493)57-2111

96 その他 西武造園 国営昭和記念公園 サマーフェスティバル
2014年7月19日（土）
～9月7日（日）

プールサイドでかわいいキャラク
ターのダンスイベントや水鳥の池
のほとりでは縁日屋台、木々が
生い茂るこもれびの家では、昆
虫標本＆ジオラマ展やガイドツ
アーなどを開催します。

入園料
おとな1名さま
410円
こども（小・中
学生）1名さま
80円

プール料金
おとな1名さま
2,300円
こども（小・中
学生）1名さま
1,200円
幼児（4才以
上の未就学
児）300円

※国営昭和
記念公園の
入園料を含
む

(042)528-1751

97 その他 西武造園
千葉県立幕張海浜公
園

パーククエスト
2014年7月20日（日）
～9月28日（日）

公園内に隠されたクイズを見つ
け、制覇を目指すクイズラリーで
す。
公園内に閉じこめられた妖精達
を助け出し、闇の使者を倒しま
す。

1名さま100円
(保険代)

(043)296-0126



No. 分類 会社名 施設名 お問合せ先プラン内容 料金プラン名 期日・期間

98 体験 西武造園
横須賀市くりはま花の
国

MY昆虫図鑑をつくろう
2014年8月9日（土）
※予備日：8月10日
（日）

親子で自分だけの「昆虫図鑑」作
りに挑戦していただけます。

親子2名1組
1,500円
【追加】
1名さま1,000円

(046)833-8282

99 その他 西武造園
小田原フラワーガー
デン

第4回こどもイラスト
コンクール

【募集】2014年7月21
日（月・祝）まで
【展示】2014年7月26
日（土）～8月23日
（土）

小田原フラワーガーデンの花・風
景・園内の思い出などをテーマに
したイラストを募集します。

無料 (0465)34-2814

100 体験 西武造園 国営昭和記念公園
富良野自然塾 東京校
(国営昭和記念公園)

通年
※2014年7月1日（火）
～

作家倉本聰氏監修の「富良野自
然塾 東京校」が開校いたしまし
た。緑豊かな公園で、五感をフル
回転させながら環境について考
えよう。
※対象：小学校4年生以上

おとな1名さま
1,700円
高校生以下1
名さま900円
※別途、昭和
記念公園の
入園料が必
要

(042)528-7005

101 その他 西武造園
板橋区立熱帯環境植
物館

夏休み小中学生入館
無料

2014年7月19日（月）
～8月31日（日）

土曜日・日曜日、区立小学校の
夏休み期間中は、小中学生の入
館が無料となります。東南アジア
の熱帯雨林を立体的に再現し
た、熱帯環境を楽しみながら学べ
る博物館型植物館です。

こども無料
おとな1名さま
240円

(03)5920-1131

102 職業体験 アドホック

PET-SPA
CARE+CURE　所沢
PET-SPA
CARE+CURE　ひば
りヶ丘
ＰＥＴ－ＳＰＡ高輪店

PET-SPA　1日こども
店長

2014年8月21日（木）

「PET-SPA」の1日こども店長とし
てトリミングやペットのお散歩など
を体験し、ペットとの接し方や健
やかな育て方を学んでいただけ
ます。

無料 (03)5917-5290

103 体験 横浜八景島
横浜・八景島シーパラ
ダイス

アクアミュージアム
バックヤードツアー

通年
※お盆など除外期間
あり

水族館の裏側を探検します。一
緒にお魚たちのエサを準備した
り、ろ過機などの設備を見学しな
がら、水族館の仕組み・飼育係
のお仕事を学んでいただけます。
【定員】各回15名（先着順）
※9才未満のお子さまは保護者
の方とご一緒にご参加ください。
※開催時間および回数は日に
よって異なります。

500円
※別途、アク
アリゾーツの
入館チケット
が必要

(045)788-8888

104 体験 横浜八景島
横浜・八景島シーパラ
ダイス

アクアスタジアムバッ
クヤードツアー

通年
※お盆など除外期間
あり

アクアスタジアムにおいて、
ショーに出演している動物たちの
控えプールやショーのステージを
見学しながら、飼育生物や動物
のトレーニング方法について学ん
でいただけます。
【定員】各回15名（先着順）
※9才未満のお子さまは保護者
の方とご一緒にご参加ください。
※開催時間および回数は日に
よって異なります。

500円
※別途、アク
アリゾーツの
入館チケット
が必要

(045)788-8888

105 体験 横浜八景島
横浜・八景島シーパラ
ダイス

お泊り親子学級
2014年7月22日（火）、
29日（火）、8月1日
（金）、22日（金）

小学生とその保護者を対象とし
た夜の水族館への親子でのお泊
り体験。夜の水族館の探検のほ
か、「うみファーム」にて食育体験
にもチャレンジします。
【定員】各日50名
【対象】小学生とその保護者　※
小学生未満は参加不可

こども1名さま
6,700円
おとな1名さま
8,800円

(045)788-8888
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106 その他 横浜八景島
横浜・八景島シーパラ
ダイス

観察なっとくツアー 通年

うみファームの「オーシャンラボ」
にて、ナマコ、ヒトデ、クラゲなど
の生きものを間近で観察し、ま
た、海藻や二枚貝が海をきれい
にする仕組みや、海の環境改善
のことも分かりやすく学んでいた
だけます。
【定員】各回15名（先着順）
※未就学児は保護者の方とご一
緒にご参加ください。
※開催時間および回数は日に
よって異なります。

520円
※別途、うみ
ファームの入
場チケットが
必要

(045)788-8888

107 その他 横浜八景島
横浜・八景島シーパラ
ダイス

ウォーキングツアー 通年

ふれあいラグーンの「ヒレアシ
ビーチ」にて、オタリアやペンギ
ン、セイウチの飼育舎に入り、真
近で生きものを観察していただけ
ます。
【定員】各回15名（先着順）
※未就学児は保護者の方とご一
緒にご参加ください。
※開催時間および回数は日に
よって異なります。

520円
※別途、ふれ
あいラグーン
の入場チケッ
トが必要

(045)788-8888

※各プランの詳細につきましては、「こども応援プロジェクト」Webサイトまたは、各施設へお問い合わせください。


