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 （１５－１３号） 

各  位 

株式会社西武ホールディングス 

 

「西武グループこども応援プロジェクト」 

“お子さまが主役”となって新しいことに“挑戦”！！ 

～夏休みを応援するさまざまなプログラムを全国各地で開催～ 

 

西武グループでは、「お子さまの健やかな成長」と「ご家族の大切な思い出づくり」を目的として、西武グループ

の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「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。 

今夏は、昨年の“挑戦”に加え、“お子さまが主役”をテーマとして、職業体験や日々の生活や学校では経験でき

ないさまざまな体験企画を６２プログラム（６月１１日現在）ご用意いたしました。いずれのプログラムも、お子

さまの「自らやりたい」「自分で決めたい」という自立心を刺激し、“お子さまが主役”となってさまざまなことに

挑戦できる場をご用意させていただくことで、お子さまの成長をサポートできればという思いを込めて企画をいた

しました。 

 

＜職業体験プログラム＞  ・西武鉄道の安全運行を支える電気係員・車両係員体験（別紙Ｎｏ．１） 

    ・プリンスホテルのパティシエ体験（Ｎｏ．２、Ｎｏ．１４） 

    ・西武プロパティーズの商業施設でのショップ店員体験（Ｎｏ．１７）など。 

＜食育プログラム＞  ・築地市場での買い物＆料理体験（Ｎｏ．２） 

    ・野菜の収穫体験（Ｎｏ．１０、Ｎｏ．１３）など。 

＜自然と触れ合うプログラム＞ ・夜の森でカブトムシなど夜行性の生き物を探す体験（Ｎｏ．７） 

    ・セミの羽化観察会（Ｎｏ．５３） 

    ・田んぼや雑木林で生き物観察をする体験（Ｎｏ．５４）など。 

＜生活安全や環境について学ぶプログラム＞ 

    ・西武バスの整備工場を見学できる体験教室（Ｎｏ．１５） 

    ・海上保安庁と学ぶ海の環境学習（Ｎｏ．２０）など。 

 

以上のように、西武グループならではのバラエティーに富んだプログラムをご用意いたしました。ぜひお子さま

の夏のよい想い出作りにお役立てください。 

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。各プログラムの

詳細についてはＷｅｂサイトまたは、各施設にお問合せください。 

 

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。 

 

 

 

 

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

プログラムの一例 

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


＜別紙＞

No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

1 学んでみよう 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・車両係員
のお仕事体験

２０１５年７月２５日(土)

電車の安全運行を支える技術係員になって
点検作業を体験していただきます。
信号機器の配線作業、線路も道路も両方走
れる「軌陸車」の上昇する作業台での架線点
検、車両の放送装置の点検などのほか、電
車に乗ったまま車両洗浄機を通る特別電車
にも乗車できます。

無料

2
学んでみよう
作ってみよう

プリンスホテル 東京プリンスホテル
ホテ育２０１５～ホテルで
育む未来の力～

２０１５年８月１６日(日)・
１７日(月)

夏休みの思い出作りにも自由研究にも！ク
リエイティブな感性を磨く「創育（そういく）」
と、社会科見学で外の世界を学ぶ「外育（そ
といく）」をテーマに、親子で楽しみながら学
べるイベントが盛りだくさんの、参加体験型
宿泊プランです。
ホテルの総料理長と行く築地市場お買い物
＆お料理教室、パティシエ体験、感性を養う
音楽体験や国際交流など、バラエティ豊かな
イベントの中からお好きなものをお選びいた
だけます。

１室３名さまご利用時
１名さま２２，０００円～
※１泊室料、夕食、朝食、
イベント２回参加費が含ま
れております。宿泊税別。

3 学んでみよう プリンスホテル

ザ・プリンス さくらタワー東京
グランドプリンスホテル高輪
グランドプリンスホテル新高輪
品川プリンスホテル

たかなわしながわMICEこ
どもクラブ
水族館のお仕事体験＆ホ
テルステイプラン

２０１５年８月２３日（日）

７月１０日にグランドオープンする新施設「エ
プソン アクアパーク品川」の裏側見学や、飼
育員の仕事を親子で学びながら体験してい
ただくご宿泊プランです。今後も高輪品川エ
リアのプリンスホテルでは、野菜のおいしさ
をシェフと楽しみながら学べるプランなど、さ
まざまなプログラムをご用意いたします。

※７月１日（水）予約受付開始
※その他プランや詳細情報はお問合せくだ
さい。

品川プリンスホテル泊
１室２名さま利用時
おとな１名さま１３，２００
円
こども１名さま１０，２００円

グランドプリンスホテル新
高輪泊
１室２名さま利用時
おとな１名さま１４，８００
円
こども１名さま１１，５００円

※宿泊税別

4 体を動かそう プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル 夏のキッズチャレンジ
２０１５年７月３日(金)～
８月３１日(月) (７月７日
(火)～９日(木)除く)

満４歳から参加可能なこども野外体験プログ
ラム。こどもたちは日常ではなかなか体験で
きない自然の中での遊びを通じて、挑戦心
や達成感を味わうことができます。おとなは
ショッピング、スパトリートメント、ゴルフなど
に使える自分の時間を持つことができるのも
人気の理由の一つです。

半日(３時間） ５，０００円
１日(７時間) １１，０００円
※１日体験の料金には昼
食代(お弁当)が含まれま
す。

5
体を動かそう
作ってみよう

プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル
キッズチャレンジアドバン
ス

２０１５年７月１１日(土)
～８月３０日(日)の土日

大好評のキッズチャレンジから、さらなるチャ
レンジを求めるお子さまのために生まれた
キッズチャレンジアドバンス（上級編）です。
風のようにマウンテンバイクで森を駆け抜
け、川遊びをしたり木登りに挑戦したり、色々
なギアを駆使してよりアクティブな挑戦をおこ
ないます。
おやつの時間にはアウトドアスイーツクッキ
ングにもチャレンジしていただけます。

１８，０００円
※料金には昼食代(お弁
当)が含まれます。

6
体を動かそう
作ってみよう

プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル 親子ではじめて森遊び
２０１５年７月１０日(金)
～８月３０日(日)

夏休みの親子の思い出作りにおすすめの、
夏休み限定の特別ファミリープログラム。
お母さんと一緒に冷たいアイスを作ったり、
お父さんと一緒に虫とりをしたり、ジャンボブ
ランコやハンモックで遊んだり。親子一緒に
初めての体験をすることで、親子の絆が深ま
ります。

親子１組 ６，０００円
※１名追加につき２，０００
円



No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

7 学んでみよう プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル
親子でナイトアドベン
チャー

２０１５年７月１０日(金)
～８月２３日(日)

カブトムシが暮らす軽井沢の森へ小さな明か
りだけを頼りに入っていただくナイトツアーで
す。
夜行性の生き物について見て触れて学んで
いただけるプログラムです。
お子さまおひとりにつき、カブト虫１匹のお土
産（飼育ケース、土、エサ付）もご用意いたし
ます。

親子１組 ６，０００円
※１名追加につき２，０００
円

8 その他 プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル
カブトムシが見つかる！さ
われる！軽井沢カブトム
シの森

２０１５年７月１０日(金)
～８月２３日(日)

軽井沢プリンスホテルエリアに特設会場「カ
ブトムシの森」が登場いたします。たくさんの
放し飼いのカブトムシと触れ合え、またおと
なもこどもも夢中になれる体験をお楽しみく
ださい。
今年は「世界のカブトムシ大集合！」「目指
せNo１！カブトムシ相撲大会」のイベントも開
催いたします。

入場料 ５００円
カブトムシ別途販売
 １匹７００円（飼育ケース、
土、エサ付）

9 体を動かそう プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル
じぶんの限界に挑戦だ！
キッズクライミング教室

２０１５年７月３日(金)～
８月３１日(月) (７月７日
(火)～９日(木)除く)

安全のためのルールやマナーを学びなが
ら、のびのび自由に登ってこどもたちの新た
な可能性を引き出すキッズクライミング教
室。
もっと登れるようになりたい！というお子さま
の願いを叶える、本格クライミングレッスンで
す。

１名 ３，０００円

10
学んでみよう
作ってみよう

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
２０１５年８月７日(金)・
１１日(火)～１４日(金)

自分で収穫、調理して味わう「食育プログラ
ム」。
ホテルの敷地内の農園で育った野菜を収
穫、シェフと一緒に調理して試食します。お
子さまが主役になって体験することで、食の
楽しみ、喜び、大切さを知っていただき、夏
の素敵な思い出作りをお手伝いいたします。

１名 ５，０００円

11 作ってみよう プリンスホテル 万座プリンスホテル
【１日５室限定】 ファミリー
工作体験 「ペットボトルロ
ケットを作ろう！」

２０１５年７月２５日(土)
～８月３１日(月)

ペットボトルロケットの工作体験ができる夏
休み限定宿泊プラン。万座プリンスホテルの
工作体験で親子の絆を深めましょう！

１室３名ご利用時
１名さま １３，１００円～

12 体を動かそう プリンスホテル 下田プリンスホテル
透明度抜群の海でシュ
ノーケリング体験プラン

２０１５年１０月３１日(土)
まで

下田周辺の海は、白い砂浜と透明度の高さ
が特徴です。まるで南国のリゾートを思わせ
る海で、シュノーケリングをお楽しみくださ
い！海の中では、色とりどりの魚を見ること
ができます。

１室２名さまご利用時
１泊朝食付
１名さま １１，８２２円～

１泊２食付
１名さま １７，０２２円～

13 学んでみよう プリンスホテル グランドプリンスホテル京都
京野菜収穫体験＋もぎた
てディナー

２０１５年６月１９日(金)
～９月２７日(日)のうち金
曜日・日曜日のご宿泊
限定

自ら収穫した京野菜をフランス料理で堪能す
る、夏季限定の特別体験プラン。
京野菜の収穫を体験いただく森田農園は、
レストラン ボーセジュールが毎日新鮮な野
菜を仕入れている提携農家です。収穫体験
をしながら、野菜作りの裏話や野菜の美味し
い食べ方など、農家ならではの耳よりな情報
を教えてくれます。
収穫後は、レストラン ボーセジュールで、も
ぎたての野菜を使ったオリジナルディナー
を。夏休みの自由研究やおとなの社会見学
に。

１室３名さまご利用時
１名さま １５，７５６円～



No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

14
学んでみよう
作ってみよう

プリンスホテル グランドプリンスホテル広島
グループ用キッズプログラ
ム「パティシエ体験プラン」

２０１６年３月３１日(木)
まで

グループさま専用のキッズプログラムプラ
ン。お友だちとの交流や、地域行事などにぜ
ひご利用ください。ホテルパティシエと一緒に
オリジナルのデコレーションケーキをお子さ
ま１名さまにつき１台作ります。
※プログラム所要時間は約５０分です。
※１０～３０名さま向けのグループプランで
す。
※作ったケーキはお持ち帰りいただけます。
※パティシエ体験は４～１２才のお子さまが
対象。

おとな ２，６００円（ランチ
ブッフェ料）
こども ３，０００円（ランチ
ブッフェとパティシエ体験
料）

15 学んでみよう 西武バス 所沢営業所
西武バスのおもしろ体験
教室

２０１５年８月２３日(日)

バスの死角などを学んで交通安全について
学習したり、整備工場を見学していたけるプ
ログラムです。バス運転士の制服を着て記
念撮影もしていただけます。

無料

16 その他 西武バス 西武バス全線 夏休みこども運賃５0円
２０１５年７月１８日(土)
～８月３１日(月)

夏休み期間中は西武バス全線のこども運賃
が５０円になります。お子さまとのお出かけに
ぜひご活用ください。

５０円

17 学んでみよう 西武プロパテイーズ

西武新宿ペペ
西武本川越ペペ
西武入間ペペ
BIGBOX高田馬場
新横浜プリンスペペ
グランエミオ大泉学園

チャレンジ☆キッズショッ
プスタッフ

２０１５年８月１日(土)

各施設で憧れのショップスタッフにチャレンジ
できる職業体験プログラム。パン屋さん、お
花屋さん、カフェ、ファッションなど憧れのお
店の店員さんになって、笑顔のおもてなしを
体験しませんか。開店式から始まり、最後は
チャレンジ証書を授与いたします。

無料

18 作ってみよう 西武プロパテイーズ 新横浜プリンスペペ
父の日　親子パン作り体
験教室

２０１５年６月２１日(日)
【応募期間】２０１５年６
月５日(金)～２０日(土)

ポンパドウルのパン職人と一緒に父の日の
パン作りを体験していただけるプログラムで
す。

１，０００円

19 学んでみよう 西武建設 西武研修センター 夏休み親子建設業体験 ２０１５年８月２日(日)

「測量」や「赤外線カメラ」を使って親子で建
設業のお仕事体験をしていただけるプログラ
ム。レターケースを作ってモノづくりの楽しさ
を体験してください。

無料

20 学んでみよう 伊豆箱根鉄道 伊豆三津シーパラダイス
「みんなで考えよう海の環
境」講習会

２０１５年６月１４日(日)

清水海上保安部協力のもと、海の環境保護
推進に関して学習するプログラムです。お子
さま向けの海上保安庁ミニ制服をご用意い
たしますので、記念撮影会もお楽しみいただ
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



No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

21 学んでみよう 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
生き物ハンター

２０１５年７月２５日(土)・
２６日(日)

海の生き物を採集していくプログラムです。
飼育員が丁寧に解説いたしますので、夏休
みの研究課題にもご活用いただけます。

無料
※別途伊豆三津シーパラ
ダイスの入場料が必要

22 その他 伊豆箱根鉄道 十国峠ケーブルカー
静岡県民の日こども乗車
無料

２０１５年８月２１日(金)

静岡県民の日を記念し、おとなに同伴の小
学生以下のお子さまは乗車が無料になりま
す。静岡県民以外も対象です。ご家族連れ
でのレジャーにご活用ください。

無料
※別途同伴者のケーブル
カー往復運賃が必要（おと
な７２0円）

23 その他 伊豆箱根鉄道 十国峠ケーブルカー
夏の十国峠でトレイン体
験

２０１５年８月７日(金)～
２０１５年８月２４日(月)

ケーブルカーに乗って片道３分、３６０度の眺
望が楽しめる山頂展望台では、伊豆箱根鉄
道駿豆線１３００系(本物の１／８）のミニ電車
に乗車いただけます。お子さまはもちろん、
ご家族そろって乗車いただけますので、夏の
思い出の記念撮影場所として最適です。乗
務員の制服もおとな用、こども用それぞれご
用意いたしました。
自動改札しか知らない世代には新鮮な、模
擬改札口でのキップ切り体験やプラスチック
レールを繋げて遊べる電車おもちゃコー
ナー、ぬり絵コーナーも楽しめます。

ケーブルカーの往復運賃
（おとな７２0円 こども３６0
円）

ミニ電車運賃　１00円

24 学んでみよう 伊豆箱根鉄道 芦ノ湖遊覧船 小学生船員体験ツアー
２０１５年８月２２日(土)・
２３日(日)

芦ノ湖遊覧船の船員のお仕事体験プログラ
ム。参加者には船員体験修了証と２０１６年
８月末まで有効の無料乗船券をプレゼントい
たします。

親子１組 １，５００円
追加の同伴者はおとな１
名さま１，３７０円

25 その他 伊豆箱根鉄道 伊豆三津シーパラダイス
ドキドキイルカウォッチン
グ

通年

毎日３回行われるイルカショー終了後、ゴム
ボートに乗ってイルカの海を遊覧していただ
けるイベントです。
【定員】各回４名

１，０００円
※別途伊豆三津シーパラ
ダイスの入場料が必要

26 その他 近江鉄道 近江鉄道各駅
お子さま乗車無料
家族ふれあいサンデー

通年
毎月第３日曜日

毎月第３日曜日は、お子さまの乗車が無料。
ご家族連れでのお出かけをサポートいたしま
す。
※「家族ふれあいサンデー」とは、滋賀県在
住のご家族を対象とした、こどもとのふれあ
いや絆を深めるために家族一緒に出かける
機会の提供をおこなう企画です。

保護者（おとな）１名さまに
つき、こども（小学生以下）
２名さままで無料

27 学んでみよう 豊島園 としまえん 琥珀（コパル）磨き
２０１５年７月２７日(月)・
２９日(水)・３１日(金)

琥珀（コパル）を磨いて、昆虫の化石探しを
体験できるプログラムです。
【場所】としまえんのもり昆虫館
【対象】小学校３年生～中学生
【時間】１０：３０～１２：００
【定員】各日６名
【申込方法】往復ハガキにてお申込みくださ
い。
７月２１日消印有効。

※応募者多数の場合は抽選。
※詳細は昆虫館のホームページをご覧くだ
さい。

１，０００円
※別途としまえんの入園
料と昆虫館の入館料が必
要



No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

28
学んでみよう
作ってみよう

豊島園 としまえん 昆虫標本教室
２０１５年８月３日(月)・５
日(水)・７日(金)

「昆虫標本教室」５周年記念イベント。ボルネ
オ島のみに生息する珍しいモーレンカンプオ
オカブトで学術標本作りを体験していただけ
ます。
【場所】としまえんのもり昆虫館
【対象】小学校３年生～中学生
【時間】１０：３０～１２：００
【定員】各日４名
【申込方法】往復ハガキにてお申込みくださ
い。
７月２５日消印有効。

※応募者多数の場合は抽選。
※詳細は昆虫館のホームページをご覧くだ
さい。

５，０００円
※別途としまえんの入園
料と昆虫館の入館料が必
要

29 学んでみよう 豊島園 としまえん
オオクワガタ幼虫飼育講
座

２０１５年８月２４日(月)・
２６日(水)・２８日(金)

オオクワガタの幼虫飼育のノウハウを学んで
いただけるプログラムです。
【場所】としまえんのもり昆虫館
【対象】小学生・中学生
※小学１・２年生は保護者の同伴が必要。
【時間】１０：３０～１２：００
【定員】各日８名
【申込方法】往復ハガキにてお申込みくださ
い。
７月３１日消印有効。

※応募者多数の場合は抽選。
※詳細は昆虫館のホームページをご覧くだ
さい。
※オス・メスの判別はできません。

１，５００円
※別途としまえんの入園
料と昆虫館の入館料が必
要

30 学んでみよう 豊島園 としまえん 化石割り体験
２０１５年７月１８日(土)
～８月３１日(月)

原石を割って、昆虫や植物の化石を探しだ
す、お子さまでも気軽にできる化石探しプロ
グラムです。
【場所】としまえんのもり昆虫館
【対象】小学生以上
※全ての石から化石が出てくるわけではあり
ません。

原石１個 ５００円
※別途としまえんの入園
料と昆虫館の入館料が必
要

31
学んでみよう
作ってみよう

豊島園 としまえん
カブト・クワガタの立体標
本作り

２０１５年７月１８日(土)
～８月３１日(月)

カブトムシ・クワガタを使ってケース入りの立
体標本を作っていただけるプログラムです。
【場所】としまえんのもり昆虫館
【対象】小学生以上

１，２００円～３，０００円
※使用する虫により費用
が異なります。
※別途としまえんの入園
料と昆虫館の入館料が必
要

32 作ってみよう 豊島園 としまえん
エコガラスで作るキラキラ
虫アート

２０１５年７月１８日(土)
～８月３１日(月)

エコガラスを使ったキラキラ光る砂絵風の
アート作品を作っていただけるプログラムで
す。
【場所】としまえんのもり昆虫館
【対象】小学生以上

１，２００円
※別途としまえんの入園
料と昆虫館の入館料が必
要

33 体を動かそう 豊島園 としまえん
ふれあいペットガーデン
「ポニー乗馬体験」

通年

としまえん内にある身近な動物たちやちょっ
と珍しい動物たちとふれあえる「ふれあい
ペットガーデン」でポニーの乗馬体験をして
いただけるプランです。
※小学生未満のお子さまは保護者の同伴が
必要です。

５００円
※別途としまえんの入園
料が必要

34 体を動かそう 豊島園 としまえん
パンダルマンキッズスクー
ル

２０１５年７月１８日(土)
～８月３１日(月)と、１２
月６日(日)までの土休日

雪の代わりに滑走性の高いプラスチック製
マットでできた人工ゲレンデで、教材遊具を
使用し、正しい姿勢とバランス感覚を養い、
簡単・安全に上達することができるスキー教
室です。
【対象】３～９才

６０分 ４，０００円
※別途としまえんの入園
料が必要



No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

35 作ってみよう 豊島園 としまえん キャンドルファクトリー
通年の休日と、
２０１５年７月１８日(土)
～８月３１日(月)

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
ドルを作ろう！

１，３００円～
※キャンドルの種類・サイ
ズ等によって異なります。
※別途としまえんの入園
料が必要

36 体を動かそう 豊島園 としまえん
ストライダーエンジョイ
パーク としまえん

通年の休日と、
２０１５年７月１８日(土)
～８月３１日(月)

ペダルもブレーキもない、足で地面をけって
進むバイク「ストライダー」を、園内にある公
認コースで楽しんでいただけます。誰でも直
感的に操作でき、バランス感覚の向上に役
立ちます。
【対象】２～５才のお子さま

コース利用料金
３０分 ２００円、１時間 ３０
０円、３時間 ５００円
レンタル料金
３０分 ２００円、１時間 ３０
０円、３時間 ５００円
※別途としまえんの入園
料が必要

37 その他
豊島園
　＋
西武レクリエーション

としまえん
　＋
西武園ゆうえんち

スーパーマンデー
２０１５年７月６日(月)ま
で毎週月曜日

西武線沿線の２つの遊園地『西武園ゆうえ
んち』と『としまえん』の合同企画。３才のお子
さまから大学･専門学生までの方を対象に "
５０％割引チケット" を販売いたします。開催
日にはとしまえんのレストラン カリーノで「学
生応援メニュー」としてカレーライス、ハヤシ
ライスを５００円で提供いたします。

【キッズのりもの１日券】
 ３才～小学生(身長１１０
cm未満)
 ２，２００円⇒１，１００円
※別途保護者の入園料が
必要。

【のりもの１日券】
小学生（身長１１０㎝以
上）
３，２００円⇒１，６００円
中学・高校・大学・専門学
校生
４，２００円⇒２，１００円

38 体を動かそう 西武レクリエーション 西武園ゆうえんち 補助輪はずし大作戦！
２０１５年７月１１日(土)・
９月５日(土)他

持ち込まれた自転車の補助輪を外し、親子
で練習。スタッフが保護者の方に補助輪外し
のコツをお教えし、保護者の方はお子さまに
コーチングしていただくプログラムです。
【定員】３０組６０名さま(要申込)

１，６００円
※ゆうえんち入園券付き
（おとな１枚、３才～小学
生までのこども１枚）

39 学んでみよう 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！一緒にお魚たちのエ
サの準備や、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）
※未就学児は保護者の方とご一緒にご参加
ください。

５００円
※別途アクアリゾーツの
入場チケットが必要

40 学んでみよう 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）
※未就学児は保護者の方とご一緒にご参加
ください。

５００円
※別途アクアリゾーツの
入場チケットが必要

41 学んでみよう 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。

５２０円
※別途アクアリゾーツの
入場チケットが必要



No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

42 学んでみよう 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、間近で生物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。

５２０円
※別途アクアリゾーツの
入場チケットが必要

43 学んでみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
海育をマスターするなら！
「うみファーム観察ノート」

通年

「うみファーム」内で観察ノートを販売。「オー
シャンラボ」の生きものについて、エリアや季
節ごとに詳しく学ぶことができます。また、
春・夏・秋・冬の４つの季節ごとのスタンプが
全て集まると、プレゼントがもらえます！

２１０円
※別途アクアリゾーツの
入場チケットが必要

44 学んでみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
ふれあいラグーンの「サカ
ナリーフ」で磯の生きもの
とのふれあい体験

通年
飼育員の解説のもと、ヒトデ・サメ・ナマコな
どの東京湾に生息する生きものたちにタッチ
して、ふれあいながら生態を学べます。

無料
※別途アクアリゾーツの
入場チケットが必要

45 作ってみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
親子で作る 手作りワッフ
ル

通年

レストラン「パラダイスキッチン」のバイキング
のデザートコーナーに生地から焼き上げる手
作りワッフルマシーンを導入。親子で生地か
ら焼き上げることで「食育」を通じた子育てを
支援いたします。

バイキング料金
おとな １，５１０円
中学生 １，３００円
小学生 ７４０円
幼児 　４３０円
※３才以下無料

46 その他 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
まるまる２DAYあそんじゃ
おうプラン

通年
アクアリゾーツ（水族館）およびプレジャーラ
ンド（アトラクション）が利用できる、ワンデー
パス２日分と朝食付きの宿泊プランです。

１室２名さまご利用時
おとな１名さま１５，４００
円～、こども１名さま１３，
２００円～
１室３名さまご利用時
おとな１名さま１４，３００
円～、こども１名さま１２，
１００円～
１室４名さまご利用時
おとな１名さま１３，２００
円～、こども１名さま１１，
０００円～

47 作ってみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
体験教室ｉｎ八景島　～八
景島の思い出を自分たち
で作ろう！～

通年
オリジナルのストラップやキャンドルなどさま
ざまな手作り体験ができる「体験教室」です。

５００円～
※工作物により料金が異
なります。

48 学んでみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
うみファーム食育ゾーン
「魚釣り」「魚とり」

通年

遊んで学んで食べられる水族館「うみファー
ム」の食育ゾーンで、食べるための魚を自ら
の手で釣ったり獲ったりするプログラムで
す。捕まえた魚をその場で召しあがっていた
だきます。

参加料金（魚釣り・魚とり）
６２0円
魚・調理代 １匹につき１６
0円（マアジの場合）
※別途アクアリゾーツの
入場チケットが必要



No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

49 学んでみよう 西武ペットケア

PET-SPA高輪店
PET-SPA CARE+CURE
石神井公園店、ひばりヶ丘店、
所沢店

「PET-SPA」１日こども店
長

２０１５年７月２５日(土)
・８月２０日(木)

ペットサロンのトリミングや、ペットホテルでの
お世話やお散歩などを体験し、ペットと仲良く
する方法やすこやかな育て方を学びます。
また、ペットブームの裏側で社会問題化して
いる保護犬の現状や、それを無くす支援活
動についても学びます。

無料

50 体を動かそう 西武造園 国営武蔵丘陵森林公園 水遊び場オープン ２０１５年１０月中旬まで

水面積約２，５００㎡、水位５cm～３０cmの巨
大じゃぶじゃぶ池がオープンいたします。水
遊びが楽しめる公園のオアシスで思いっきり
遊んで、涼んでください。

無料
※別途公園の入園料が必
要

51 体を動かそう 西武造園 東京都立狭山公園 さやまキッズプログラム ２０１５年７月５日(日)
パークレンジャーと一緒に公園を探検した
り、自然のものを使って遊んでいただくプロ
グラムです。

無料

52 体を動かそう 西武造園 東京都立狭山公園
親子自然あそびプログラ
ム

２０１５年６月２１日(日)

こどもたちと一緒に公園をゆったりお散歩し
ながら、虫を見つけたり、葉っぱであそんだ
り、じっくり自然と向き合います。また、講師
から自然あそびをより楽しむためのコツをご
紹介します。自然に触れて遊んで学ぶ、３～
４才のお子さまが対象のプログラムです。

おとな　３００円
こども　無料

53 学んでみよう 西武造園 東京都立狭山公園
さやまキッズ特別プログラ
ム『セミの羽化観察会』

２０１５年８月３日(月)

夏の限定プログラム！セミの羽化を観察しま
す。身近な昆虫であるセミをじっくり観察し、
昆虫の生態について学んでいただけるプロ
グラムです。

無料

54 学んでみよう 西武造園
東京都立
野山北・六道山公園

里山キッズレンジャー（夏
編）

２０１５年７月２０日(月・
祝)

里山を探検し、田んぼや雑木林で見られる
生きものたちをじっくり観察するプログラムで
す。自然の中で生き物を観察することで、環
境や生き物の生態について学んでいただけ
ます。

１００円

55 作ってみよう 西武造園
東京都立
野山北・六道山公園

案山子（かかし）づくり ２０１５年８月２９日(土)

グループごとに用意していただいた古着を着
せて、案山子（かかし）を作るプログラムで
す。できあがった案山子は田んぼに立てて、
田んぼを鳥などの動物から守ります。

１００円



No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

56 その他 西武造園 小田原フラワーガーデン
正隊員限定イベント「ドリ
アンに挑戦！」

２０１５年７月２６日(日)

小田原フラワーガーデンのアロア・ワッド探
検隊正隊員限定の特別イベント。別名悪魔
のフルーツとも呼べれる、果物の王様、ドリ
アンを試食していただくイベントです。種のお
土産付きです。

無料

57 その他 西武造園
国営・都立
東京臨海広域防災公園

東日本大震災復興熱気球
イベント「空を見上げて」in
東京

２０１５年８月１日(土)・２
日(日)

東日本大震災復興支援として、熱気球の体
験搭乗、バルーンイリュージョン、熱気球教
室を開催。
この機会に熱気球に乗って、大空から東京
の街を眺めてみてください。

熱気球体験搭乗料金
おとな ２，０００円
こども １，０００円

58 学んでみよう 西武造園 千葉県立幕張海浜公園 夏休み親子茶道体験教室 ２０１５年８月１６日(日)

親子でわび・さびの世界を体験をしていただ
くプログラム。お辞儀の仕方などの礼儀か
ら、お茶をたててご両親へ振る舞うまでを体
験していただき、日本ならではのお茶の文化
を学んでいただけます。

親子１組 ２，０００円
※１名追加につき５００円

59 作ってみよう 西武造園 千葉県立幕張海浜公園
夏休み親子わくわく工作
会

２０１５年８月１日(土)・２
日(日)

親子で楽しく工作していただくプログラムで
す。作って遊べるもの、思い出に残る工作を
おこないます。

１００円～
※工作物により異なる

60 その他 西武造園 千葉県立幕張海浜公園 パーククエスト
２０１５年７月１８日(土)
～９月１３日（日）（予定）

公園内に隠されたクイズを見つけ出し、閉じ
込められた妖精を助け出す、公園内冒険プ
ログラムです。参加賞もご用意しておりま
す。

無料
※別途保険料１００円が
必要

61 その他 西武造園 板橋区立熱帯環境植物館 熱帯環境植物館
入館無料日
通年の土日と、
２０１５年７月２０日(月・
祝)～８月３１日(月)

土曜・日曜と区立小中学校の夏休み期間
は、小中学生の入館が無料になります。この
機会にご家族でご来館いただき、東南アジア
の熱帯雨林について学びながらお楽しみくだ
さい。

無料

62 作ってみよう 西武造園
横須賀市長井海の手公園
（ソレイユの丘）

体験教室
２０１５年７月１９日(日)
まで

パン・ピザ焼き体験や、キャンドルづくり、バ
スソルトづくりなど、さまざまな体験プログラ
ムをご用意しています。その他遊具施設も盛
りだくさんです。

６００～２，２００円
※プログラムにより異なる

※プランによっては年齢制限が設けられている場合がございます。詳細は各施設にお問い合わせください。


