
体験工房コロポックル

体験プログラム

自然を背景に、いかだ漕ぎ体験、

渓流チュービング体験などのアウトドア体験や、

藍染め体験、陶芸体験、アイヌ刺繍、木彫り体験などの創作体験から

地元食材を使った食の体験を楽しむことができます。

白老町



メニュー名 場所 内容 料金ほか

渓流魚つかみ取り
（5月～10月）

白老川 白老川に生息する渓流魚のつかみ取り体験。
捕った魚は刃物を使って捌き、潮をふり、焼く。

1名 1,600円(税別)
30名～250名まで

鮭のいくら作りと
鮭一匹
（10月～11月中旬）

コロポックル 白老港でとれた新鮮な鮭を使用し、秘伝のタレを使用し
ていくらを漬ける体験。
卵を取り出した貴重な鮭の身を無駄なく使い、丁寧に塩
をふり熟成させると、北海道伝統の新巻鮭が完成し、ロー
カルな体験にもなる。鍋や焼き魚として一匹まるごと、無
駄なく大勢で楽しめる。

1名 6,100円(税別)
30名～70名まで
※送料別途

帆掛け船
（5月～9月中旬）

ポロト湖 チームで帆掛け船に乗り、ポロト湖を航行する。
遊びの中から生まれる協力の大切さを学ぶ体験。

1名 2,550円(税別)
25艇
30名～100名まで
※デザインをしない場合
は体験料のみ

帆のデザイン ポロト湖 帆掛け船の帆をオリジナルデザインで作成。
※約1ヵ月前に帆を送付し、1週間くらい前までに返送。

デザイン用・帆
1艇分600円
送料往復2,200円～

いかだ乗り
（5月～9月中旬）

ポロト湖 いかだに乗ってポロト湖を航行する。
息を合わせなければまっすぐ進むことは困難なため、チーム
力が試される体験。

1名 2,550円(税別)
20艘
30名～120名まで

自然観察・
四季のポロト湖散策
（4月～10月中旬）

ポロト湖 広葉・針葉樹が混合し、春は水芭蕉、クマザサ、水菜あ
るいはアイヌの食糧であったオオウバユリの群生等、自然と
人間の共生を環境から学ぶ散策の体験。

1名 1,600円(税別)
15名～75名まで

体験時間 約90分

体験人数 30名から（学校・団体等）

申込方法 予約制／10日以上前に予約の連絡が必要

備考 原則雨天決行

アウトドア
Outdoor experience

創作体験
Creative experience

アイヌ文化・創作
メニュー名 内 容 料金ほか

1 ドリームキャッチ 独特のアイヌ紋様が、魔除け厄除け効果があると信じられた。
ドリームキャッチ作り体験。

1,600円(税別)

2 パワーストーン付
ドリームキャッチ

パワーストーンを配することで魔除けのパワーが増し、また身につける人の
品位を示す。1.ドリームキャッチ作りにパワーストーンが付いたもの。

2,080円(税別)

3 ミニ「タマサイ」
ストラップ

アイヌ最高の豪華な首飾りを現代風にアレンジしたもの。
ストラップ作り体験。

1,600円(税別)

4 オリジナルストラップ 独創性を重んじた作品(タマサイ・シトキ)。本物の石を用いた
オリジナルストラップ作り体験。

1,800円(税別)

※上記1～４は、いずれもお持ち帰り可能。

体験時間 60分～90分

体験人数 30名から（学校・団体等）

申込方法 予約制／種目により3～10日前に予約の連絡が必要
※キャンセル料は、当日100％、前日30％料金

備考 ①送料は、木彫り・陶芸等の小さい物は、道内720円から有り。沖縄・離島は別途
②六寸熊木彫り大型は、一箱2,300円から（約30名分）



5 レクトウンぺ（首飾り） 豪華なアイヌ紋様が刺しゅうされたアイヌの首飾りを作る体験。 1,800円(税別)

6 リストバンド 手首に巻くとアイヌ紋様が自分を守護してくれるものと信じた、
リストバンド作り体験。

1,600円(税別)

7 マタンプシ アイヌの鉢巻（マタンプシ）作り体験。
男女ともに様々な鉢巻あり、紋様にも工夫がある。

1,800円(税別)

8 木偶（災害除け） 根付、呪具として用いられ、常に所持することで災害や厄を避けると信じら
れた、木偶作り体験。樺太アイヌは、木偶（二ポポ）を除き所持しない。

1,600円(税別)

9 ムックリ
（口事楽器）

アイヌの伝統楽器ムックリの体験。 1,600円(税別)

10 ニングル アイヌの伝承における小人（ニングル）作りの体験。
自然素材を用い簡単に釣り人・楽器を奏でる人等を作成。

1,600円(税別)

11 オートバイ 自然素材を使ってオートバイを作成。精巧な機械を自然の物を使いリアル
に再現することを目指した体験。

1,600円(税別)

12 リラックス仰向け熊 子熊の木彫りスマホスタンドや小物入れ。 1,600円(税別)
13 お休み北キツネ 可愛く丸くなったきつねの木彫り置物作りの体験。 1,600円(税別)
14 不苦（フクロウ）

ペン立て
フクロウのペン立て作りの体験。
村を見渡す守り神のフクロウをモチーフにし、顔が360°回転する。

1,600円(税別)

15 酋長ペン立て 威厳あるコタンのリーダーをモチーフにした、厄除け効果のペン立て作りの
体験。

1,600円(税別)

16 熊壁掛け・温度計 壁掛け、温度計のいずれかを選択し、作成。 1,600円(税別)

17 熊置物（六寸） 六寸の熊彫り体験。
北海道伝統、昭和の一大産業を支えた木彫り熊を自分で作成。

2,800円(税別)

※上記5～17は、いずれもお持ち帰り可能。

陶芸
メニュー名 内 容 料金ほか

18 手捻り「湯のみ」 独創性を尊重し、アイヌ紋様を入れた湯のみを作る体験。
自分の手に馴染む作品作りを楽しむ。

1,600円(税別)
5名から

19 手捻り「その他」 「マグカップ」・「木の葉皿」・「魚の皿」等のいずれかを選択して作成。 2,000円(税別)

20 手捻り「大振り」 コーヒーカップソーサー付きまたは小丼ぶり等、色々な作品が作成可能。 3,300円(税別)

※素焼き→本焼きは40日後の発送。色付け2色、織部色100円追加（送料別途)。

藍染
メニュー名 内 容 料金ほか

21 ハンカチ 染め体験。
日本古来の伝統的な藍を育て「ジャパンブルー」と言われる綺麗な色合い
と自分独自の模様も体験可能。
天然の藍は、防虫効果もあり自然素材であるため、生活に馴染みやすく
使いやすい、世界に二つと無いオリジナル作品を作ることができる。

1,600円(税別)
5名から

22 Tシャツ半袖
（M・Lサイズのみ）

3,500円(税別)
5名まで

23 ストール（綿） 3,100円(税別)
5名から

※上記21～23は、いずれもお持ち帰り可能。

味わう
メニュー名 内 容 料金ほか

24 麺づくり ラーメン、うどん、そば打ち等のいずれかを選択し、麺づくり体験。 1,600円(税別)
10名から

25 アイスクリーム 昔ながらの製法でアイスクリームの原点を体験。 1,600円(税別)
10名から

26 バター作り バター作り体験。
塩茹でジャガイモまたは美味しいパン付き。

1,600円(税別)
10名から

※上記24～26は、いずれもお持ち帰り不可。



体験工房コロポックル
北海道白老郡白老町東町2丁目5-5

TEL. 0144-82-2366 / FAX.0144-82-3906

食べ放題
メニュー名 内容 主・副食 料金ほか

Cow Boy 焼
（カウ ボーイ）

約8kgの牛肉ブロックを豪快に炭火で直焼きにし、焼けて
きたところのブロック肉を削ぎ、ステーキを鉄板焼きで仕上
げて、どれくらいの焼き具合が最も合うかを楽しむ体験。
巨大牛肉の丸焼きをカウボーイのように豪快に焼き、ロー
ストビーフになった部位を削ぎ落し、カウボーイになった気
分で豪快に頬張ることで、アメリカ西部開拓時代を感じる
ことができる。

USビーフ
ご飯
じゃがいも
野菜スープ

小・中学生
1,640円(税別)
30名から

高校生以上
1,910円(税別)
30名から

白老牛
Cow Boy 焼
（カウ ボーイ）

深いコクとまろやかな味わいが絶品の白老町を代表する
食材「白老牛」は、温暖な気候、豊かな自然、恵まれた
水など、北の大地の恩恵と生産者のあふれる愛情を受け
て育った黒毛和牛。昭和29年に北海道で初めて和牛を
導入してから60年以上の歳月を経て、今では北海道を
代表するブランドとなった。この白老牛を炭火で存分に味
わい堪能することができる。

黒毛和牛
ご飯
じゃがいも
野菜スープ

4,500円(税別)
30名から

チャンチャン焼 農山漁村の郷土料理百選において、ジンギスカン・石狩
鍋とともに北海道を代表する郷土料理を体験。

鮭と野菜
ご飯
じゃがいも
焼きそば
野菜スープ

1,660円(税別)
30名から

定食
メニュー名 内容 主・副食 料金ほか

アイヌ伝統食
（6月～7月不可）

古来より伝わるアイヌ民族の伝統料理で、鮭を使った料
理チェプオハウ（三平汁）、チマチェプ（鮭の串焼き）・
メンクルチサスイェプ（イナキビご飯）・ぺネコショエモで作っ
たシト（凍れ芋団子）・ルイベ（鮭の刺身）等の大自
然の恵みを使った、先住民族のアイヌの伝統料理を堪能
する体験。

鮭の三平汁
鮭の串焼き
イナキビご飯
芋団子
鮭の刺身
添え物 など

2,200円(税別)
30名から

食体験
Gourmet experience
体験時間 60分～90分

体験場所 ポロト湖畔・白老川（雨天時はテントまたはレストラン）

体験人数 30名から（学校・団体等）

申込方法 予約制／約2週間前に予約の連絡が必要
※キャンセル料は、当日100％、前日50％、前々日30％。

備考 ①ジュース・アルコール・アイス類は常時販売していない。応相談。
②ジュース・アルコール類等の持ち込みは無料。
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