
那須で学ぶ体験プログラム

●  都合により変更・中止になる場合がございます。　

●  進行状況によっては、記載された予定時間や内容から変更となる可能性がございます。　

●  記載内容は予告なしに変更することがありますので、ご予約時には必ずご確認ください。

●  記載内容は一例です。他の体験等については、各施設までお問い合わせください。

●  写真はイメージです。　　

那須教育旅行誘致協議会



NPO法人 那須高原自然学校

「週末自然塾」

営業時間／8:00～17:00　定休日／年中無休
住所／栃木県那須郡那須町高久甲5720　電話／0287-63-5559　URL／http://go-and-joy.com/

●料金／8,500円（プログラム費、食費、保険代込み）　
●参加方法／事前予約制　●受入可能人数／10名
●対象／小学1年生～中学3年生　●目安時間／1泊2日

自然が多いキャンプ場での1泊2日。週末自然塾に来てみません
か！？ 今回のテーマは「サバイバル」 春休みの前にたくましくなっ
ちゃおう！レッツサバイバル！

那須フィッシュランド

「ニジマス釣り」

営業時間／8:00～17:00（時期により延長）　定休日／年中無休
住所／栃木県那須塩原市板室46番地　電話／0287-69-0009　URL／https://nasufish.com/

●料金／1時間券 / 1,800円～（0.5kg追加放流）　
●参加方法／事前予約制　●受入可能人数／100名
●対象／小学生以上　●目安時間／1時間

那須フィッシュランドは四季折々の自然の中で楽しめる、渓流管
理釣り場。グループで、家族で気軽にお楽しみいただけます。竿の
貸出し、餌の販売、調理も承りますので、手ぶらもOK!釣れたら直
ぐに炭火焼・からあげにできます。

日光国立公園 那須平成の森

「ガイドウォーク」

開館時間／9:00～16:30（5、8、10月は9:00～17:00）　定休日／水曜日（祝祭日の場合は翌日休。年末年始、GW、お盆は無休）
住所／栃木県那須町高久丙3254　電話／0287-74-6808　URL／https://nasuheisei-f.jp/

●料金／大人／2,000円（税込）～　小中学生／1,000円（税込）～
●参加方法／事前予約制　●受入可能人数／6名
●目安時間／2時間～

インタープリターとともに森を歩くプログラムです。豊かな自然を満
喫するトレッキング型のエコツアーといえるでしょう。豊かな森を、
インタープリターの解説とともにじっくりとお楽しみください。

那須ステンドグラス美術館

「ステンドグラス体験」

開館時間／9:30～16:30 定休日／不定休
住所／栃木県那須郡那須町高久丙1790 電話／0287-76-7111 URL／http://sgm-nasu.com/

●料金／1,200円～（税込） 入館料別途
●参加方法／事前予約制 ●受入可能人数／1名～
●実施時間／30分～

お子様からご年配の方まで楽しめるステンドグラス体験教室。
ハート、クローバー、星ストラップ他、形を選んで、色ガラスのパー
ツの中から、自分好みの作品作りをお楽しみください。

那須ステンドグラス美術館

「ステンドグラス見学」

営業時間／9:30～16:30　定休日／年中無休（※臨時休業あり）
住所／栃木県那須郡那須町高久丙1790 電話／0287-76-7111 URL／https://sgm-nasu.com/

●料金／往復　大人(中学生以上)／1,800円
　　　　　　　小人(3歳～小学生)／900円
●参加方法／事前予約制
●受入可能人数／1名～（15名以上で団体割引有り）　
●目安時間／約20分

館内は800年代中心のアンティークステンドグラスが配され、セント・ラ
ファエル礼拝堂の壁一面のステンドグラスは、その美しさに目を奪われ
るほど。アンティークパイプオルガンの生演奏も毎日行われています。

キャンドルハウスシュシュ

「キャンドル制作体験」

開館時間／10:00～18:00（最終入館時間17:00） 定休日／毎週木曜日（トップシーズンは営業※団体の場合は休館日も対応可）
住所／栃木県那須郡那須町高久乙796-234　電話／0287-78-7060　URL／https://chouchoustyle.com/

●料金／団体体験メニュー880円（税込）～2,200円（税込）
●参加方法／事前予約（10名以上）　
●受入可能人数／最大80名（体験メニューによって異なります）　
●対象／５歳～　●目安時間／平均60分　

最大80名まで収容可能な広～い体験工房で、那須の思い出を作
りましょう。体験で作った作品は当日お持ち帰りできます。
キャンドルとクリスマス専門店が併設していますので、那須旅行の
プレゼント選びにもおすすめです！



日光国立公園 那須平成の森

「スノーシューガイドウォーク」

開館時間／9:00～16:30（5、8、10月は9:00～17:00）　定休日／水曜日（祝祭日の場合は翌日休。年末年始、GW、お盆は無休）
住所／栃木県那須町高久丙3254　電話／0287-74-6808　URL／https://nasuheisei-f.jp/

●料金／大人／2,000円（税込）　小中学生／1,000円（税込）　　
●参加方法／事前予約制　●受入可能人数／10名　
●対象／小学生以上　●目安時間／2時間

スノーシューを使って雪の上をザクザクと進みます。履き方・歩き
方レクチャーもあるので初めての方でも参加できます。

マウントジーンズ那須

「スノーシュー体験」

場所／マウントジーンズ那須　開催期間／12月下旬～3月下旬（開催期間は積雪の状態、ゴンドラ運行状況により変更になる場合がございます。）

開催時間／午前・午後　住所／栃木県那須郡那須町大字大島　
問合せ先／ネイチャープラネット・0288-78-1177　URL／https://www.nature-planet.com/

●料金／中学生以上／7,000円（税込）　小学生／6,000円（税込）　
●参加方法／事前予約制　●受入可能人数／2～40名　
●対象／小学生～　●目安時間／1～2時間　

標高1,400ｍの山頂は眺めが良く、那須連山や下界が一望できま
す。ブナの原生林の中、山を登ったり、下ったり、滑ったりできる、
初心者に安心のゆったりとしたコースです。

那須サファリパーク

「野生動物」

営業時間／8:00～17:00（季節により変動有り）　定休日／冬期期間（12月～翌2月まで）のみ木曜日休園　※年末年始除く
住所／栃木県那須郡那須町高久乙3523番地　電話／0287-78-0838　URL／https://www.nasusafari.com/

●料金／中学生以上／2,800円（税込）　小人（3歳～小学生）／1,900円（税込）　
●参加方法／事前予約制　
●受入可能人数／1名～（15名以上で団体割引10％引き）　
●対象／小学生～　●目安時間／約45分　

那須サファリパークでは、ホワイトライオン、トラ、キリン、カバ、サ
イをはじめ約70種700頭羽の世界の動物が暮らしています。那須
サファリパークは、すぐ目の前まで寄ってくる、野生動物にエサや
りをして楽しむ｢体感型サファリパーク｣です。



那須高原りんどう湖ファミリー牧場

「乳牛の乳搾り」

営業時間／9:30～16:00（営業時間は変動有り）　定休日／年内無休（冬期休園の場合あり）
住所／栃木県那須町高久丙414-2　電話／0287-76-3111　URL／https://www.rindo.co.jp/

●料金／1名 300円（税込）　別途入園料がかかります　
●実施時間／11：00～11:30　13：00～13:30　各回定員200名
●対象／3歳～

はじめて乳しぼりを体験する方も心配しなくて大丈夫。牧場ス
タッフがやさしくしぼり方を教えてくれます。大きな目をした
ジャージー牛の可愛い牛さんが待っています。

那須どうぶつ王国

「世界の動物」

開館時間／10:00～16:30（平日）　10:00～17:00（土日祝）　定休日／水曜日（春休み・GW・夏休み・祝日は営業）
住所／栃木県那須郡那須町大島1042-1　電話／0287-77-1110　URL／https://www.nasu-oukoku.com/

●料金／中学生以上／2,400円（税込）　小人（3歳～小学生）／1,000円（税込）　
●参加方法／事前予約制　
●受入可能人数／1名～（10名以上で団体割引有り）　
●対象／小学生～　●目安時間／約45分　

那須の大自然に広がる那須どうぶつ王国では、亜熱帯の湿地にく
らす動物たちの世界を再現した施設や雄大な風景の中、アルパカ
をはじめバードパフォーマンスショー、牧羊犬のショーなどを間
近で見ることができます。

那須サファリパーク

「バックヤード体験」

営業時間／8:00～17:00（季節により変動有り）　定休日／冬期期間（12月～翌2月まで）のみ木曜日休園　※年末年始除く
住所／栃木県那須郡那須町高久乙3523番地　電話／0287-78-0838　URL／https://www.nasusafari.com/

●料金／1人2,800円×30％
●参加方法／事前予約制　
●受入可能人数／20～40名（バス貸切可能）
●対象／小学生～　●目安時間／30分～60分　

那須サファリパークでは、教育旅行の団体様向けにバックヤード
体験＋通常のパークでの案内（バス）をスペシャル価格にてご提
案しています。



那須の森の空中アスレチック「NOZARU」　

「空中アスレチックス」

開館時間／9:00～17:00　定休日／不定休
住所／栃木県那須町高久乙3375　電話／0287-78-2900　URL／https://nozaru.net/

●料金／大人／3,600円（税込） 　小人（小学生）／2,000円（税込）　
●参加方法／事前予約制　●実施時間／1日4回制／各3時間

森の木 と々地形をそのまま活かして設計された樹上のアスレチッ
ク。大人も子どもも、数々のアスレチックにチャレンジしていく、日
本最大級のアドベンチャーパークです

那須ハイランドパーク

「約40種のアトラクション」

開館時間／09:30～17:00　季節によって変動がございます。　定休日／不定休
住所／栃木県那須郡那須町高久乙3375　電話／0287-78-1150　URL／https://www.nasuhai.co.jp/

●料金／料金入園料＋乗り放題（10名様団体割引有り）
大人（中学生以上）／5,600円（税込）　小人（3歳～小学生）／3,900円（税込）　
●参加方法／事前予約制　
●受入可能人数／1名～（10名以上で団体割引有り）　
●対象／小学生～　

那須高原の大自然に囲まれた北関東最大級の遊園地。 8大コー
スターをはじめ、約40種のアトラクションが揃いお子様から大人
まで楽しめます。

那須ワールドモンキーパーク

「ゾウライド」

開館時間／8:00～17:00（最終入園受付16:30まで）　定休日／毎週水曜日（GW・夏季・年末年始は除く）
住所／栃木県那須郡那須町高久甲6146　電話／0287-63-8855　URL／https://www.nasumonkey.com/

●料金／大人／2,100円（税込） 小人（3歳～小学生）／1,200円（税込）　
別途入園料がかかります。
●参加方法／当日　
●受入可能人数／1名～（15名以上で団体割引10％引き）　
●対象／小学生～

小さなサルからゾウまでふれあえる｢ふれあい体験動物園｣で国
内でも数少ないゾウライドが楽しめます。大きなゾウの背中に
のって歩いていると、那須にいることを忘れてしまいます。



那須とりっくあーとぴあ　

「アート体験」

開館時間／9:30-18:00　季節によって変動有り　定休日／不定休
住所／栃木県那須郡那須町高久甲5760　電話／0287-62-8388　URL／http://www.trick-art.jp/index.html

●料金／高校生以上／1,300円（税込） ～ 小・中学生／800円（税込）～
●参加方法／事前予約制

人間の錯覚を利用することにより、「立体に見える絵画」や「みる
角度によってまったく違った印象になる作品」、さらには「中に入る
ことで錯覚を体感できる作品」等、ちょっと不思議で楽しめる『体
験型アート』です。

那須ロープウェイ

「空中散歩」

営業時間／8:30～16:30　悪天候により、運休となる場合も有り。　営業期間／3/19～11/30
住所／栃木県那須郡那須町湯本215　電話／0287-76-2449　URL／https://www.nasu-ropeway.jp/

●料金／往復　大人(中学生以上)／1,800円
　　　　　　　小人(3歳～小学生)／900円
●参加方法／事前予約制　
●受入可能人数／1名～（15名以上で団体割引有り）　
●目安時間／約5分（片道）　

那須の火山帯の主峰・茶臼岳の9合目まで、ロープウェイで空中散
歩。関東平野を一望できます。ゴンドラは関東最大の111人乗り。
また噴火口まで約40分の登山も体験できます。

那須高原 南ヶ丘牧場

「乗馬体験」

営業時間／8:00～17:30 　定休日／無休
住所／栃木県那須郡那須町湯本579　電話／0287-76-2150　URL／https://www.minamigaoka.co.jp/

●料金／乗馬1回780円（税込み）　
●参加方法／当日　
●受入可能人数／1名～（15名以上で団体割引10％引き）　
●対象／小学生～　●目安時間／約5分　

遊んで・食べて・ふれあって、おいしい・楽しいが盛りだくさんの古
き良き佇まいの観光牧場です。乗馬ではゆっくりと、1周する間に
関東平野、那須連山を見ることができます。



那須ステンドグラス美術館

「ステンドグラス体験」

開館時間／9:30～16:30　定休日／不定休
住所／栃木県那須郡那須町高久丙1790　電話／0287-76-7111　URL／http://sgm-nasu.com/

●料金／1,200円～（税込）　入館料別途 　
●参加方法／事前予約制　●受入可能人数／1名～
●実施時間／30分～

お子様からご年配の方まで楽しめるステンドグラス体験教室。
ハート、クローバー、星ストラップ他、形を選んで、色ガラスのパー
ツの中から、自分好みの作品作りをお楽しみください。

那須ステンドグラス美術館

「ステンドグラス見学」

営業時間／9:30～16:30　定休日／年中無休（※臨時休業あり）
住所／栃木県那須郡那須町高久丙1790　電話／0287-76-7111　URL／https://sgm-nasu.com/

●料金／往復　大人(中学生以上)／1,800円
　　　　　　　小人(3歳～小学生)／900円
●参加方法／事前予約制　
●受入可能人数／1名～（15名以上で団体割引有り）　
●目安時間／約20分　

館内は800年代中心のアンティークステンドグラスが配され、セント・ラ
ファエル礼拝堂の壁一面のステンドグラスは、その美しさに目を奪われ
るほど。アンティークパイプオルガンの生演奏も毎日行われています。

キャンドルハウス シュシュ

「キャンドル制作体験」

開館時間／10:00～18:00（最終入館時間17:00） 　定休日／毎週木曜日（トップシーズンは営業※団体の場合は休館日も対応可）　
住所／栃木県那須郡那須町高久乙796-234　電話／0287-78-7060　URL／https://chouchoustyle.com/

●料金／団体体験メニュー880円（税込）～2,200円（税込）　
●参加方法／事前予約（10名以上）　
●受入可能人数／最大80名（体験メニューによって異なります）　
●対象／５歳～　●目安時間／平均60分　

最大80名まで収容可能な広～い体験工房で、那須の思い出を作
りましょう。体験で作った作品は当日お持ち帰りできます。
キャンドルとクリスマス専門店が併設していますので、那須旅行の
プレゼント選びにもおすすめです！



ジョイア・ミーア

「テーブルマナー体験」

営業時間／11:00～21:30（LO20:30）　定休日／第3木曜日定休※季節により、定休日・ラストオーダー・営業時間は変更になる
場合がございます。　住所／栃木県那須郡那須町湯本493-3　電話／0287-76-4478　URL／http://www.gioiamia.jp/

●料金／1名／2,500円～5,000円（税抜）　冬期は2,000円（税抜）～
●参加方法／事前予約制　
●受入可能人数／15名～
●目安時間／90～120分　

料理を食べながら、楽しくテーブルマナーが学べる体験です。
ナイフやフォークのマナーだけではなく、自分も周りも楽しく食事
を楽しむことができるテーブルマナーを学びます。

お菓子の城那須ハートランド

「いちご狩り」

営業時間／9:00～16:00　定休日／年中無休（※臨時休業あり）
住所／栃木県那須町高久甲4588-10　那須高原農園　いちごの森　電話／0287-62-1800　URL／https://www.okashinoshiro.co.jp/

●料金／大人(小学生以上)／1,000円～
　　　　小人(３才～小学生未満)／500円～
季節によって料金は変動いたします。
●参加方法／事前予約制　
●受入可能人数／1名～（15名以上で団体割引有り）　
●目安時間／30分（食べ放題）　

12月から5月末まで、いちごの香り漂うあたたかいハウスの中で、いち
ご狩りを楽しむことができます。甘い「とちおとめ」、「スカイベリー」、
「とちあいか」を摘んで、食べて楽しい思い出づくりを。

お菓子の城那須ハートランド

「リトルパティシエ」

営業時間／9：00～17：00(季節により延長・短縮あり)  　定休日／不定休
住所／栃木県那須町高久甲4588-10　那須  花と体験の森　電話／0287-62-1800　URL／https://www.okashinoshiro.co.jp/

●料金／1,200円～(税込)　
●参加方法／事前予約制（土日祝日のみ営業）　
●受入可能人数／1名～
●対象／3歳～　●目安時間／30分～1時間30分程

リトルパティシエ教室は、３歳以上のお子様から大人の方までご
参加いただけます。お菓子作りを開催しています。初めてお菓子
を作る方、お子様、男性の方にもお気軽にご参加いたけます。



パン香房　ベルフルール

「パン教室」

営業時間／9:00～17:30(売切れ時終了)  　定休日／木曜定休
住所／栃木県那須郡那須町湯本494-15　電話／0287-76-7008　URL／http://www.gioiamia.jp/index.html

●料金／2,000円(税込)　
●参加方法／事前予約制　
●受入可能人数／最大10名まで
●対象／小学生～　●目安時間／4時間

無添加でからだにやさしいパンを作っているパン香房 ベルフ
ルールでは、パン作りが体験できます。スタッフがていねいに教え
ますので、誰もが楽しんで、美味しいパンを作ることができます。

●  都合により変更・中止になる場合がございます。　

●  進行状況によっては、記載された予定時間や内容から変更となる可能性がございます。　

●  記載内容は予告なしに変更することがありますので、ご予約時には必ずご確認ください。

●  記載内容は一例です。他の体験等については、各施設までお問い合わせください。

●  写真はイメージです。　　

那須教育旅行誘致協議会




