
体験学習のご案内 
 

＊ 乗馬体験  
サラブレッド、中間種、中半血種といったような大きな馬を使います。それらの馬に乗ったときの高さや動き等を体験し

ていただきます。また、係員が馬を引いて歩きますが、馬が人に対して従順なことも知っていただきたいと思います。 
＊ 家畜の手入れ体験  

馬のブラッシングをしながら、実際に馬の体温に触れてみてください。雨天で乗馬体験ができない場合の代替の体験とし

てのみご利用いただけます。 
＊ 牛の乳しぼり体験  

当牧場では、ホルスタインとジャージーの２種の乳牛を約３０頭飼育し、朝晩の搾乳によって牛乳を出荷しております。

その搾乳を昔ながらの手搾りにて体験していただきます。屋根付きの施設ですので、雨天でも体験できます。冬季も行い

ます。また、牛乳をたっぷり使って作ったソフトクリームも合わせてご賞味いただけます。 
＊ ぼくじょう体験  

小学校のデジタル教科書にも掲載された人気の体験です。いのちの授業（３０分）を全体で受けて頂きその後、牛の乳し

ぼり・心臓の音をきく・家畜の餌やり・乗馬・ソフトクリーム(食べる)をクラス毎のローテーションで体験していただけ

ます。雨天も可能です。（但し、雨の降り具合によって一部のメニューが中止となります。また合羽が必要です） 
土日祝日は不可、また午前・午後各1日先着1校限定とさせて頂きます。 

＊ 馬の飼育体験  
中学生以上のかたに限ります。厩舎掃除・馬の手入れ・山羊えさやり・乗馬・ソフトクリームをグループごとにローテー

ションで体験していただけます。人数限定（６０名まで）となります。 
＊ 酪農体験  

牛の乳しぼり・心臓の音をきく・牛の餌やり・バードコール作りの組み合わせです。命の授業はございません。 
アレルギー対応として乳しぼりを乗馬に餌やりを家畜の餌やりに変更できます。 

＊ 冬の体験限定コース  
牛の乳しぼり・バナナボード（天候により四輪バギー・バードコールに変更）ミニソフトの組み合わせです 
11月～3月の冬季限定コースです 

＊ 野菜の苗の植え付け  
日常食卓にのぼる野菜。これらは、農家の人の手により幾重にも手間をかけて育てられています。その農作業の一部（苗

の植え付け）を体験します。後日、新鮮な野菜（植え付けたものではありません）をお送りするコースもございます。 
＊ 野菜収穫体験  

野辺山高原は、小学校の教科書にも登場するように、日本有数の高原野菜の産地です。レタス・キャベツ・大根等を畑の

なかから収穫しその喜びを体験していただきます。とりたての新鮮な野菜はお土産としてお持ち帰りください。 
＊ バードコール作り体験  

牧場内にあるサクラ・クロハリ・コナシなどの雑木の枝を１年以上乾燥させたものをのこぎりで切って、穴をあけ螺子を

さしこみ、さまざまな小鳥の鳴き声を出して楽しむ木工体験です。紐をつけ各自の名前や思い出の言葉を刻みます。作っ

た物はお土産としてお持ち帰り下さい。雨天も可能です。 
＊ アイス作り体験  

今、乳製品は私たちの生活にかかせないものとなっています。牧場の牛乳をつかってアイスを作ることにより、乳製品を

身近に感じていただきたいと思います。 
＊ バター作り体験  

当牧場で搾った新鮮な牛乳を低温殺菌したノンホモナイズド牛乳を使ってバターを作り、残りの脱脂乳も併せて、パンと

一緒に試食・試飲して頂きたいと思います。 
＊ 薪切り体験  

牧場の雑木をのこぎりを使って切って頂きます。小さな丸太に穴を数か所あけ、ペン立てを一人１ケ製作し、お持ち帰り

頂けます。雨天は中止となります。 
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        学校団体（３０名様以上）ご利用料金表（お一人様）税込 
 

【体験学習】  …当日参加の生徒さんの人数で精算 注意）時間外（９：００～１６：００以外）のご利用は、別料金で承ります 
○乗馬体験   （角馬場１周）          （通年）                       ７００円 
○家畜の手入れ（馬のブラッシング体験）      （乗馬の雨天時対策のみ受け入れ）           ７００円 
○牛の乳搾り体験（ソフトクリーム付）       （通年）                       ７００円 
○馬の飼育体験 厩舎掃除 馬の手入 乗馬 山羊の餌 ソフトクリーム (通年)中学生以上に限る １日先着限定  １８００円 
○ぼくじょう体験（命の授業） 乳搾り 心音 家畜餌やり 乗馬 ソフトクリーム（通年）１日先着限定    １８００円 
○酪農体験（アレルギー対応有） 乳搾り 心音 牛餌やり バードコール作り （命の授業なし）１日先着限定 １８００円 
   ＊乗馬 家畜餌やり バードコール作り の組み合わせに変更可能（心音はなくなります） 
〇冬の体験限定コース  乳しぼり バナナボード（バギーバードコール）ミニソフト 11月～3月のみ    １２００円 
○野菜苗植え付け（後日野菜送付）     （５月中旬～７月上旬・１ケ月前までの申し込み・天気により中止）７５０円  
     ＊野菜の送料（箱代・梱包料・袋代はサービス）２００円が含まれます。野菜は９月下旬に送付 
○野菜の苗植え付け（野菜送付無）     （５月中旬～７月上旬・１ケ月前までの申し込み・天気により中止 ４００円  
○野菜の収穫体験             （７月中旬～１０月中旬・天気により中止）         ２ケ４５０円  
 ＊収穫する野菜は季節によって異なります。（体験当日に担当が決定します）１０月以降は契約農家での体験となります 
○バードコール作り体験                （通年）（雨天だけの利用可能。但し予約状況による） ８５０円 
○アイスクリーム作り体験               （通年）                     ８５０円  
○バター作り体験                   （通年）                     ８５０円 
○薪切り体験 （ペン立て製作有）          （通年・雨天中止）                 ８５０円 
○トラクター遊覧車                  （４月中旬~１１月中旬・１８人乗り）        ５００円 
     ＊乗馬体験の振り替えの場合は、乗馬と同料金とさせて頂きます。 
○四輪バギー（一人１周）               （通年・中学生以上）               ７００円 
     ＊小学生は親子乗り（９５０円）に限る 
 
【お食事】  …当日７時３０分まで人数変更可（但しソフトはこの限りではない）先生も有料 
○ソフトクリーム（団体で一括精算する場合に限る）                            ３００円 
○牛乳（団体で一括精算する場合に限る）                                 ２５０円 
○バーべキューＡコース（牛肉）                                    １８００円 
○バーべキューＢコース（ラム肉）                                   １８００円 
○バーべキューＥコース（豚肉）                                    １８００円 
○バーべキューＡ＋Ｅコース（牛肉＋豚肉）                               １８００円 
    ＊バーベキューのセットの内容は下記の内容から団体様で統一して選択頂きます。 
         １．主食   ライス（おかわりなし）   ／    焼きそば（生めん１人１玉 ） 
         ２．飲み物  牛乳            ／ウーロン茶 
         ３．野菜盛り合わせ（全てのコースについています） 
○バーべキューＳコース（牛肉＋豚肉） （小学生以下の団体様に限る）                   １３００円 
          １．ライス（おかわりなし）２．ウーロン茶 ３．野菜盛り合わせ 
○おにぎり２ケ弁当  （３０名以下は不可）                               ５００円 
○おにぎり３ケ弁当  （３０名以下は不可）                               ６００円 
○ミックス弁当                                             ６５０円 
○軽食（上限の人数制限 有）  カレー  チキンピラフ   エビピラフ                  ８５０円 
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ご予約・ご利用について 
【予約】 
 学校団体適用は、高校生以下の学校団体で、３０名 様以上とさせて頂きます。但し、１学年全体で 
３０名様以下の学校様については要相談とさせて頂いております。別項の『ご利用予約申し込み表』を 
記入・ＦＡＸにて送付してご予約が成立となります。（お電話だけでの予約は受け付けておりません） 
 お問い合わせ→仮予約（電話可）→ご利用日の３週間前の同じ曜日の日までにＦＡＸして下さい。但し 
農作業の体験は種まきの関係上１ケ月前のご予約をお願いいたします。 
 アイス・バター作り・バーベキューをご利用の団体様は、事前に当方で席を決定いたしますので、別紙の 
班割人数表を申し込み表に添付して送付して下さい。（この表が足りない場合も予約は成立いたしません） 
 ご予約を頂く際には、バスの乗降・トイレ時間・移動時間なども考慮にいれ、余裕をもって時間をとって

下さい。その後、利用日の１０日前にタイムスケジュールをお送りいたします。当日はこちらで決めた 
タイムテーブルに従って行動をお願いいたします。 

 

【予約時の注意】  
○同時間・同内容の団体は２つ以上受けられません。先にＦＡＸにて本予約された団体様が優先です。 
仮予約のまま放置せず、お早めに本予約をお願い致します。 

○学校団体様のご予約は必ず書面にてご予約頂いております。（電話のみではご予約は成立致しません） 
○体験学習は、天候・動物の管理状態により、内容変更や中止となる場合がありますので、ご了承下さい。 
 特に、野菜の体験は、当日だけでなく、前日の天候によっても中止する場合がございます。 
○ご利用当日、天候に不安がある場合は、当日朝（７時３０分まで）に電話にて協議の上、内容を決定させ

て頂きます。 
○ぼくじょう体験は、小学校４年生以上の学校団体様に限りお受けいたします。（土日祝日不可） 
○フリー立ち寄りのみで体験のご予約をされない学校団体様は一般扱いとなります。ご予約が必要な体験は 
必ず事前にご予約をお願いいたします。 

○雨天・その他こちらの都合で中止の場合は料金はかかりませんが、団体様の都合によるキャンセルの場合 
は、次の率によるキャンセル料を申し受けます。自然災害等が発生した場合も、安全が確認されている場 
合の団体様の都合によるキャンセルはキャンセル料がかかりますので、ご相談や連絡等お忘れないように 
お願いします。 
また、人数変更は、決められた時間までにご連絡を頂いたお人数でご精算頂きます。   

    体   験   お 食 事 
当日キャンセル       ７０％ 
前日～３日前       ５０％ 

 

【その他 ご利用にあたり】  
ソフトクリーム を申し込まれた団体様は、引換券と交換で１人ずつ窓口にてお受け取り下さい。（単独のお

申し込みだけでなく乳搾り体験・ぼくじょう体験にセットになっているものも同様です）つきましてはお手

数ですが、ソフトクリームの引換券の作成と事前の配布をお願い致します。体験中に配布をしている時間は

ございませんので、ご来場迄に配布しておいて下さい。券は、団体名とソフトクリームの引換え券である事

を明記して下さい。大きさは名刺サイズより大きいものであれば結構です。なるべく画用紙などの厚紙を使

って下さい。アレルギーの代替えをする方は、ソフト券に代替えの品物を明記（オレンジジュース等）して

下さい。詳しくは担当スタッフまでお問い合わせください。 
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【プログラムについて】 
○牧場内での行動は、頂いた「予約の申込書」に従って、当方でプロクラムを組ませて頂きます。 

   団体様のご希望は考慮させて頂きますが、必ず予約の備考欄に希望内容を書き込んで下さい。他の団体様 
   との兼ね合いもありますので、全てお伺い出来ない場合もございますので宜しくお願い申し上げます。 
   乳搾り・乗馬・ぼくじょう体験・バードコール・野菜関係の体験はクラス毎のローテーションで行い 
   アイス作り・バター作り等、室内の体験は団体様で一斉に行います。（移動は班行動になる場合が 

ございます）事前に（利用日の１０日前）にＦＡＸにて当方より送付いたしますタイムテーブルを 
把握して頂き、体験がスムーズに行えるよう、集合・整列等にはご協力下さいませ。また、体験中の 
先生方のご飲食・喫煙等はご遠慮下さい。 

●ぼくじょう体験プログラムの例 ３クラスの場合 注意）あくまでも例です。実際のプログラムは異なる場合があります。 

      ９：１０    牧場到着→整列・諸注意（各クラス 4 列合計 12 列で整列をお願いします）・諸注意（緊急のトイレ可） 

      ９：２０    写真撮影 

９：４０     再集合・整列 

      ９：４５    全体説明開始（３０分の授業形式の命のお話） 

１０：１５   説明終了直ちに移動開始 

１０：１５         ３０          ４５           １１：００        １５              ３０            

１ 組 家畜餌やり 乳搾り・心音 乗馬 ソフト 自 由 

２ 組 集合・移動 家畜餌やり 乳搾り・心音 乗馬 ソフト 

3 組 ソフト 集合・移動 家畜餌やり 乳搾り・心音 乗馬 

１１： ３５   再集合（放送）まとめの話  

１１： ４５   解散 

【各所要時間】ご計画の際に必ずバス乗降・トイレタイム等を考慮して下さい 
● 体験学習     ………………   全体説明全体説明２５分＋１５分×クラス数 

乗馬（手入れ）・乳搾り      （体験の種類がクラスの数より多い場合は１つに付き１５分を加算 
野菜収穫・苗・ソフト 等      ＊１クラスの１つの体験所要時間は１５分です 

● ぼくじょう体験  ………………   全体説明３０分＋2 時間程度   
                  ＊１クラスの１つの体験所要時間は１５分です 

● 馬の飼育体験   ………………    全体説明１５分＋２時間程度(人数による) 
● 酪農体験     ……………    全体説明 20 分＋1・5 時間程度（人数による） 
● バター作り    ………………   ６０分＋手洗い・入場１０分 
● アイス作り    ………………   ６０分＋手洗い・入場１０分 
● バードコール作り ………………   ４０分（１クラス３０人あたり） ＋全体説明１５分 
● 薪切り      ………………   ４０分（１クラス３０人あたり） ＋全体説明１５分 
● バーベキュー   ………………   １時間１５分（焼きそば選択の場合は多少時間がかかります） 
● バス乗降・トイレタイム …………… １５～３０分 
● 写真撮影     ………………  １クラス５～１０分 
● お弁当     ………………    ４５分～６０分 （牧場内での移動等も考慮して下さい） 
● 買物      ………………   １クラス３０～４０分（おこずかいを渡す時間等は含ます） 

【団体営業時間】   ご来場は９：１０以降でお願い致します 

●乗馬体験                ９：３０～１６：００ 
●乳搾り体験               ９：３０～１４：００の間に体験スタート 
●ぼくじょう体験・馬の飼育体験      ９：３０～１４：００の間に体験スタート 
●野菜苗植え付け             ９：３０～１６：００ 
●野菜収穫                ９：３０～１６：００ 
●アイス・バター・バードコール      ９：３０～１６：００ 
●薪切り                 ９：３０～１６：００ 
●バーベキュー              １０：３０～１７：００スタート 
●ソフトクリーム             ９：００～１７：００ 
●バス送迎                ９：１５～１７：００ 
団体予約をされる場合は、時間・人数・内容を決定後、まずお電話にて仮予約を取り、その後申し込み書を

３週間前までに FAX してください。お電話だけでのご予約は承っておりません。 
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滝沢牧場案内図 

 

お 願 い 
 滝沢牧場は、ふれあい牧場として、また酪農教育ファームとして、皆様に解放している牧場です。 

楽しく過ごして頂くために、次の事に注意してご協力下さいませ。 
 

○牛・馬などの動物がおります。体は大きくても、とても臆病でやさしい性格をしております。 動物のそばでは、 

大声で騒いだり、走ったりして動物を驚かすような行為はおやめください。 

  ○動物たちとふれあう時、係員の指示なく草を与えたりしないで下さい。また、状況によって動物を触っては 

いけない場合もございますので、牧場内で自由散策される場合も、危険と思われる行為は慎んでください。 

○牧草地を開放していますが、この牧草地は干し草として動物たちの餌になります。ラップ・輪ゴム・紙屑等、 

ゴミはお持ち帰りください。当牧場でお弁当を注文頂いた団体様も、ゴミは分別して ゴミ箱に捨てて下さい。 

○畑・牛舎などは一般の牧場と同じです。近くには電柵があります。この柵には、高圧電流が流れていますので、 

絶対に触れないで下さい。木の柵は、乗ったり、柵を越えて中に入ったりしないで下さい。当日に担当者が説明 

を行わない場合もございますので、必ず事前に説明しておいて下さい。 

  ○畑の体験や薪切り、バードコール等は、刃物を使う場合があります。取り扱いには十分に気をつけて下さい。 

  ○体験学習には、係員がついておりますが、場内での行動は全て、必ず担当者の指示に従って下さい。係員は、他の 

  団体様への影響やお客様の全体の流れや安全面などを考慮の上、行動を決定しております。付き添いの先生方も 

  係員の説明をよく聞いて頂きご協力をお願い致します。 

  ○万が一事故・怪我等がおきましても、応急手当ては致しますが、責任は負いかねますのでご了承下さいませ。  

  ○記念撮影も体験時間の都合上必ず予約が必要ですので、ご協力下さいませ。 

○時間外の体験ご利用（９：００～１６：３０）は別途時間外料金が加算されます。 

（但し食事は承ります）。ご来場と 牧場出発時間にはご注意くださいませ。 
 

体験学習当日までに、ご予約のご担当者さまに別途注意事項をお渡しさせていただいております。 

  該当する箇所をよくお読み頂き楽しい一日となりますようご協力を宜しくお願い致します。 

                       －５－ 



バーベキュー・アイス作り・バター作り ご利用団体様専用 

      班割人数    送信用紙   

注） この用紙は予約申し込み書ではありません 
     

FAX送信先   有限会社 滝沢牧場    

          FAX  ０２６７（９８）３４２２       TEL ０２６７（９８）２２２２ 

 

＊団体名                                           様 

         ご担当者                                  様 

＊ご利用日                   2023年     月      日（  ） 

＊ご利用内容 （〇印で囲んでください） 

 ・アイス作り ・バター作り ・バーベキュー （     ）コース  主食  （       ）  飲み物（       ） 

＊ご利用人数     大人引率者     計         名 

              小人生徒                 名（         ）クラス 

注意   ＊予約申し込み書 班割の合計人数 ご利用人数がすべて合致するように記入してください。 

      ＊班編成は6人でお願いします。半端の班のみ5人または7人でも可です。 

       （席の都合上、6班以下で編成してください。） 

      ＊1班に4人以下または8人以上はお受けできませんので、ご注意ください。 

 

書き方の例）      2クラス  合計 70名の場合 

 1班 2班 3班 4班 5班 6班 

1組 6名 6名 6名 6名 6名   ５名 

2組 5名 6名 6名 6名 6名 6名 

  

      班      班      班      班      班      班  

     組        

     組        

     組        

     組        

     組        

     組        

             

                             ― ６ ― 



滝沢牧場予約申込書≪学校団体用≫ 
団 体 名 (学校名・学年）                                   （      学年） 

ご利用年月日     年      月       日        曜日（ 活動日の    日目 ） 

到着 ／ 出発予定時間 
９：１５～１６：００の間で 
（時間外は別途料金で承ります） 

     時       分牧場到着 ／        時      分牧場 出発予定  

生徒人数（クラス数と呼び方） 
生徒     名（   クラス 呼び方：１～／A～ ）＋ 先生    名 ＋その他   名 

バス台数  
乗務員数／旅行会社添乗員 バス    台／ドライバーガイド 計      名 ／旅行会社添乗員       名 

                         旅行会社名（                  ） 

ご連絡先（担当者      先生    組）              TEL（      ）     ― 

学校住所 〒                              FAX（      ）     ― 

                               当日連絡のつく携帯番号（必須）    ―      ―         
   項     目 選択 備考（○を付ける所があります） 

 
利用人数 

乗馬体験（引き馬）   雨天中止希望    ／   雨天は手入れ体験希望 ７００  
ぼくじょう体験  合羽持参、汚れてもよい服装。ソフト券必要  命の授業有 １８００  
酪農体験（アレルギー対応コース有）  合羽持参、汚れてもよい服装。  命の授業なし １８００  
冬の体験限定コース  防寒着持参、汚れてもよい服装。 １２００  
馬の飼育体験           合羽持参、汚れてもよい服装。ソフト券必要   １８００  
乳搾り体験（ソフト付き）  ソフト引換券を作成し持参下さい    ７００  
野菜の苗植え付け体験  後日野菜送付コース７５０円 ／ 送付無コース  ４００円   
野菜収穫体験  ４５０円コース（２ケ）  ４５０  
バター・アイス作り体験  バター作り  ／ アイス作り （別紙の班割表の提出が必要です） ８５０  
バードコール作り・薪切り体験  バードコール作り  ／ 薪切り体験 ８５０  
トラクター遊覧車  １８人乗り （１周１５分 席が必要な場合は、付き添いも有料） ５００  
四輪バギー  中学生以上に限ります ７００  
集合写真       ○×必須 ＊  学校カメラマンによる（１クラス１０分程度の時間が余分に必要） 無料  
アスレチック     ○×必須 ＊  園内の遊具を使用する時は○使用しない場合は×を必ずつけて下さい 無料  
お土産買い物（要予約）○×必須 ＊      おこずかい金額      円（予約無い場合レジは締ります）  ―  
動物         ○×必須 ＊  （犬猫など）とのふれあい）を許可するかどうか   ―  
お弁当持ち込み    ○×必須 ＊      ゴミは必ずお持ち帰りください。雨の時の場所の確約はできません。 ―  
ソフトクリーム・牛乳  ソフトクリーム   ／ 牛乳   
食事（お弁当注文）  おにぎり２ケ弁当 ／ おにぎり３ケ弁当  ／ミックス弁当   
食事（軽食）  カレー  ／ エビピラフ  ／ チキンピラフ   ８５０  
食事（バーベキュー） 
＊別紙の班割表の提出が必要です 

 Aコース（牛肉）１８００円／ Bコース（ラム肉）１８００円 
Eコース（豚肉）１８００円 ／ A+Eコース（牛＋豚）１８００円  

  

＊主食・飲み物の選択をしてください  （バ－ベキュー利用の場合は別紙の班割表をご送付下さい）  ―  
主食（同じものを選択）  ライス（おかわりなし）     ／   焼きそば セット  
飲み物（同じものを選択）  牛乳     ／    ウーロン茶 セット  
食事（バーベキュー）小学生以下に限る  Ｓコース（牛＋豚） ライス（おかわりなし） ウーロン茶（班割表） 1,300円  
バス送迎希望  送迎は９：００～可能 
（ 送り／迎え／ 往復 ） 

    時   分施設 出発 ／    時   分牧場出発 
送迎場所（                      ） 

無料  

その他の連絡事項 （該当するものに○を付ける） ・到着後すぐのトイレ休憩時間 の必要  （ 有   どちらでもよい） 
・高原の花事前送付 希望（１５００円以上のまとめ買いの買い物予約団体に限る） ・開校式（始めの会）の時間をとりたい （はい いいえ） 
・社会科の話  希望   
アレルギーに関する項目  
（お弁当は別に確認書必要 ）     

卵 (   名) 乳製品（   名）ピーナッツ（   名）ごま（    名）小麦粉（    名） 
くるみ（    ）その他（                         ） 

該当の対応     除去   ／    代替品（             ） 
乗務員食事（ 同食 ・ 自由食 ・無 ）人数    名   ／  添乗員食事（ 同食 ・ 自由食 ・無 ）人数    名 
お支払方法（必ずご選択） 現金 ／ 当日請求書手渡し 振り込み（請求合計が１万円以上の場合のみ） ／ 旅行会社請求           
備考欄 

＊印のついた欄も必ずご確認いただき、＊印の内容を利用する場合は○を、利用しない場合は×をつけて下さい  

                    ― ７ ― 



   ☆バーベキュー以外のお食事メニュー☆ 

お弁当アレルギーの対応を一部致しておりますので、ご相談下さい。おにぎり弁当は３０名に以上でお申し込みください。 

 おにぎり 2ケ弁当  ３０名以上  ５００円 

おにぎり２個（シャケ・昆布）・からあげ・ウィンナー・シュウマイ・たくあん 

     材料の一部に小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉・さけ・ごま・ゼラチンを含む 

     おにぎり３ケ弁当 ３０名以上  ６００円 

おにぎり３個（シャケ・昆布・オカカ））・からあげ・ウィンナー ・大根桜漬 

材料の一部に小麦・卵・乳・大豆・鶏肉・豚肉・さけ・さば・ごま・ゼラチンを含む 

        ミックス弁当      ６５０円 

からあげ・ウィンナー・がんもの煮物・かまぼこ・ナポリタンスパゲティ・肉だんご・ポテトサラダ・漬物（たくあん） 

花豆・梅・ゴマ塩 

 

軽食 

 
 

エビピラフ  ８５０円   チキンピラフ  ８５０円  カレー   ８５０円   
＊各軽食とも     サラダ   牛乳付き （一括でウーロン茶に変更可）   

団体様のお人数によっては、使い捨ての容器やスプーン等になりますので、ご了承ください。 
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