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令和元年 11 月 21 日

マザー牧場イベントインフォメーション 

2019年 12月 7日（土）～2020年 1月 26日（日）

冬のマザー牧場は縁起が良い!!

＼干支や開運にちなんだ参加型！／ 

「動物ふれあいイベント」盛りだくさん 

「子年」にちなんだねずみの仲間たちとのふれあいはもちろん、 

「羊文字」で大活躍する羊たちの姿にも大注目！ 

馬たちに新年の運勢を占ってもらってみては？ 

＼華麗なジャンプでゆく年くる年／ 

年末年始の特別な「バンジージャンプ」 

年男・年女の方は、バンジージャンプをお得に体験！ 

限定のコスチュームで注目の的になろう☆ 

春のお花＆味覚狩り 

12月末頃から場内に「日本すいせん」が段々と咲き始め、 

好評の味覚狩り「いちご狩り」「フルーツトマト狩り」も 

まもなくスタート！春を先取りしてみてはいかがですか♪ 

マザー牧場イルミネーション2019-2020『光の花園』開催中！
【開催日】開催中～2020年3月 29日（日） 

※2020年 1月 11日（土）以降は土日祝のみ 

【時 間】16：00～20：00（点灯時間は日没後。） 

【料 金】大人（中学生以上）800円  

小人（4歳～小学生）400円  

駐車料金無料 

※上記は16時以降の料金。 

詳細は 

P2～P4

詳細は 

P6 

詳細は 

P5 

牧場ならではの開運イベントが盛りだくさん!!

＼ 2020 年は「子年」！！／ 
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 CHU♡CHU♡PARK 

来年は「子年」！ネズミの仲間たちが主役の施設が登場！ 

モルモットやパンダマウスとのふれあいや、手作り体験をあったかい室内で 

のんびりとお楽しみください♪ 

【期 間】 12月 7日（土）～1月26日（日） 

【場 所】 多目的ホール 

※ワンちゃんを連れての参加はできません。 

モルちゃんたちとハイッチーズ！ 

ふれあいで大人気のモルモットがフォトスポットに登場♡ 

クリスマス編では、クリスマスツリーのデコレーションに、 

お正月編では、「子年」にちなんで羊文字ならぬ“モル文字”に挑戦！ 

お手持ちのカメラやスマートフォンで一緒に記念写真を撮ろう♪ 

【期 間】 クリスマス編：12月 7日（土）～12月 25日（水） 

      お 正  月 編：12月 26日（木）～1月26日（日） 

【時 間】 ①10：45 ②13：15（各回約15分） 

【料 金】 無料 

※お客様のお持ちのカメラでスタッフが撮影致します。 

※動物の状況により、お休みまたは人数制限をさせて頂く事があります。 

パンダマウスとふれあい 

手のひらサイズで小っちゃくてかわいい♡ 

見てるだけでも癒されるパンダマウスとふれあいマウス！ 

可愛いカゴに入れて、一緒に記念撮影もできますよ♪ 

【期 間】 12月 7日（土）～1月13日（日） 

【時 間】 ①10：00 ②14：00（各回約20分） 

【定 員】 各回先着50名 

【料 金】 無料 

※動物の状況により、お休みまたは人数制限をさせて頂く事があります。 

たまモル作り・パンだま作り

「CHU♡CHU♡PARK」限定！！ 

ふわふわまんまるの“たまモル”、ちょっこんとかわいい“パンだま”を作ってみよう♪ 

「子年」限定の手作り体験で、お土産と一緒にマザー牧場の思い出もお持ち帰りくださいね！ 

【期 間】 12月 7日（土）～1月26日（日） 

【時 間】 10：00～16：00（最終受付15：00） 

【料 金】 700円 

こんなに 

ちっちゃい！

子年限定 

イベント 

年賀状に 

ぴったり！

子 
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 ひつじの大行進～子年編～  

マザー牧場の名物イベント「ひつじの大行進」で人文字ならぬ“羊文字”が出現！ 

羊たちが「子年」にふさわしい文字「子」を、広大な牧草地に描きます。 

150頭の羊たちがきれいに文字を描くためには、羊飼いと牧羊犬の絶妙な 

コンビネーションがとても大事。人と動物の息の合った妙技をぜひご覧下さい。 

【期 間】 12月 28日（土）～1月6日（月） 

      1 月 11日（土）～1月13日（月・祝） 

【時 間】 12：30（約15分） 

【場 所】 ひつじの牧場 

【料 金】 無料 

 ※雨天中止 

 ※ワンちゃんを連れての観覧はできません。 

 カピバラの打たせ湯 

マザー牧場の冬の風物詩！今年も11月 26日【いい風呂の日】からスタートします。 

2頭のカピバラは、スタッフが桶を用意すると心得たようにそれぞれ入り、打たせ湯を 

背中に当ててお湯につかり、目を細めてのんびりと佇みます。 

南アメリカ原産のカピバラは毎年この日を待ちわびているようです！ 

【期 間】 11月 26日（火）～ 暖かくなるまで 

【時 間】 15:15～（約15分） 

【場 所】 ふれあい牧場 

【料 金】 無 料 

※天候・動物の状況によりお休みする場合がございます。 

＼２０20 年の干支にちなんだ限定パフェもお見逃しなく！／ 

【販売期間】 12月 6日（金）～1月31日（金） 

【販売店舗】 まきばCAFÉ
【販売価格】 600円（税込） 

子年限定 

イベント 
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 快ウンで開運 

乗馬中に乗っている馬がトイレをしたら「おみくじ」と「エサやり体験」をプレゼント♪
おしっこだったら“小吉”、ウンチだったら“大吉”！これがホントのウン試し！？ 

【期 間】 １月１日（水・祝）～１月5日（日） 

【時 間】 10：00～16：00 

【場 所】 うまの牧場 

【料 金】 各種乗馬コース料金（500円～） 

※体験によって利用条件が異なるので要問い合わせ。 

※雨天・強風時は中止。 

おみくじポニー 
大吉・中吉・小吉・大凶が描かれた特製サイコロを使って 

ポニーがあなたの運勢を占って、おみくじをプレゼント！ 

一生懸命運勢を占うポニーの可愛い姿にご注目ください♪ 

ご参加頂いたお客様には、運勢に応じてプレゼントも！ 

【期 間】 12月 28日（土）～1月5日（日） 

【時 間】 12：00～13：00 

【場 所】 アグロドーム前 

【料 金】 無料 

【賞 品】 大吉 「野菜スティック1カップ」  

中吉 「1年間何度でも有効の野菜スティック大盛り券」 

      小吉 「1回限り有効の野菜スティック大盛り券」 

      大凶 「うまの牧場」の宣伝をして頂きます！ 

※雨天中止。 

※動物の状況等により、お休みをする場合があります。 

新年開運 

イベント 

新年開運 

イベント 
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＼子年生まれの方大集合！／ 

 ねずみ年バンジー  

年男・年女の方はお得にバンジージャンプに挑戦できます。 

希望者は、マザー牧場が用意した「ねずみの着ぐるみ」を 

着て華麗に飛ぶことも出来ますよ。 

【期 間】 1月 1日（水・祝）～1月31日（金） 

【対 象】 子年生まれの方 

      小学生以上65歳以下、体重35kg～100kgの方 

【料 金】 バンジージャンプ通常 2,200円 ⇒ 1,700円

※年齢が証明できるものを持参してください。 

※雨天・強風中止。

※お客様が持ち込まれた着ぐるみを着て飛ぶことは出来ません。 

 コスチュームバンジー  

普通に飛ぶだけじゃつまらない！？ 

様々なコスチュームを着てバンジージャンプに挑戦できます！ 

コスチュームは、牧場の定番のうしやひつじを始め、ウサギや 

ムササビなど約10種類の中からお好きなものをチョイス♪
楽しくかわいい動画や写真を撮影しちゃいましょう！ 

【期 間】 開催中～12月 31日（火） 

【対 象】 小学生以上65歳以下、体重35kg～100kgの方 

【料 金】 2,200円（着ぐるみのレンタルは無料）

※雨天・強風中止。

※お客様が持ち込まれた着ぐるみを着て飛ぶことは出来ません。 

＼イルミネーションの海にレッツ☆バンジー！／ 

夜のバンジージャンプはスリル満点！？ 

キラキラのコスチュームを着れば大注目間違いなし！ 

【期 間】 12月 1日（土）～3月29日（日）の土日祝 

      12月 30日（月）～2020年 1月 3日（金） 

【対 象】 小学生以上65歳以下、 

体重 35kg～100kg の方 

【料 金】 2,200円 

（コスチュームのレンタルは無料）

新年開運 

イベント 
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 フルーツトマト狩り  

さまざまな色・形・大きさのフルーツトマト（ミニトマト）を楽しみながら摘み取れます♪ 

【期 間】 12月下旬～5月下旬 ※毎週水曜日はお休みです。

【時 間】 土日祝  9:30～（２月以降は9:00～） 

      平 日 13:00～14:00 

【場 所】 フルーツ農園（イースト農園） 

【料 金】 時期によって異なる（要問合せ） 

【品 種】 アイコ・イエローアイコ・トスカーナバイオレット・ 

シンディ―スイート・イエローピコ・ちばさんさん 

※作柄により開催日・開催時間が変更になる場合があります。 

※先着順・熟した実がなくなり次第、終了となります。 

 いちご狩り  

マザー牧場のいちご狩りは食べ放題ではないので、たくさん食べられない方や小さなお子様連れの

方には特におすすめ！また、いちごハウスは「立体型7段式水耕栽培」で7段の各棚にいちごが

植えられています。そのため立ったままで楽に楽しめ、通路も広くとってあるので車椅子の方も安

心です。実は、冬のいちごはとっても大きいのが特徴！あたたかいハウスのなかで心ゆくまで冬の

いちご狩りをお楽しみください♪ 

【期 間】 1月上旬～5月下旬 ※毎週火曜日はお休みです。

【時 間】 土日祝  9:30～（２月以降は9:00～） 

      平 日 10:00～（2月以降は9：30～） 

【場 所】 フルーツ農園 

【料 金】 時期によって異なる（要問合せ） 

【品 種】 紅ほっぺ・章姫・もういっこ・やよい姫 

※作柄により開催日・開催時間が変更になる場合があります。 

※先着順・熟した実がなくなり次第、終了となります。 

※日によって摘み取れる種類が変わります。品種を選ぶことは出来ません。 

早春を告げる可憐なお花「日本すいせん」 

場内の様々な場所で見る事が出来ますが、 

特におすすめの鑑賞スポットはロウバイ園の入り口付近。 

斜面に群生しほのかに甘い香りを漂わせています。 

【品  種】 日本すいせん 

【開花時期】 12月下旬～2月中旬 

【本  数】 10万株 

【リリースに関してのお問合せ先】 

発信元：株式会社マザー牧場 担当者：宣伝課 小林・石井・佐藤 

住 所：〒299-1601 千葉県富津市田倉940-3 

TEL  ：0439-37-2875   FAX：0439-37-2100 


