
野マド
お試しリモート･ワーケーション

体験プログラム

第1回開催ご案内

2021.10.14(木)～16 (土 )



野マドお試しリモート･ワーケーション 体験プログラム

第1回開催【2021.10.14（木）～16（土)】ご案内

ご挨拶

秋の北海道・十勝の大地で、森で、畑で、牧場で、公園で、キャンプフィールドで、

リモートワークしてみませんか？日本初！まち丸ごと「野マド・シティ」を目指す、

北海道芽室町が提供する「お試しワーケーション・プログラム」をご案内します。

北海道の大地を舞台にリモートお仕事しつつ、芽室での人の輪づくりをテーマとす

る共創型ワークショップ「野マド・サミット」や、希望者には地域の事業者とのビ

ジネスマッチング等も提供する、盛りだくさんのプログラムです。

■「野マド」とは・・・

英語で「遊牧民」を意味するnomad（ノマド）。近年では、オフィスだけでなく

様々な場所で仕事をする新しいワークスタイルを指す言葉として定着しています。

そんな中で十勝では、職場（Office）・自宅（Home）・共有スペース（Co-Work）

とは異なる"第4のワークスペース"として「野（Field）」の有用性を提案していき

ます！

NO密で大きな空の下、PCで作業に集中するもよし、クリエイションやブレストに

TRYするのも素敵です♪ ぜひ貴方ならではの「野マド」スタイルを、このプログ

ラムに参加して発見してみてください。
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プログラム概要

第1回開催【2021.10.14（木）～16（土)】ご案内

開催日程 2021年10月14日(木)～16日(土)

集合・解散

予定内容 次ページ以降で紹介

募集人数

宿泊・交通 【宿泊】メイン会場となる「新嵐山スカイパーク」ご宿泊（ホテル/グランピング/テント）or 近隣ホテル等でのご宿泊

【交通】お車などで直接会場へお越しください（北海道外からお越しのお客様には無料レンタカー特典あり｜p.9）

※東京から当日お越しの方の場合は、JAL573便（羽田発空港 08:00⇒09:30 とかち帯広空港着）が便利です。

現地集合・解散（前後の予定は自由！）

【集合】: 10月14日(木) 11:30

@芽室町・新嵐山スカイパーク内「カフェ＆レストラン コロポックル」

【解散】: 10月16日(土) 12:00頃 @ 芽室町内にて

約20名（先着順受付/ 定員になり次第締切）

参加特典 指定プログラム完了で

最大30,000円!のキャッシュバック
（居住地によって金額は異なります。詳しい適用条件はp.8 をご参照ください）

集合場所

* Google Mapsが起動します

参加申込 事前に以下のWEBサイトにてプログラムチケットをお買い求めのうえ、ご参加ください（10月4日まで受付）

https://nomado-memuro.peatix.com/
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プログラム・ハイライト

第1回開催【2021.10.14（木）～16（土)】ご案内

「野マド」体験 in 芽室

北海道・十勝の大地で、森で、畑で、牧場で、公園でキャンプフィールドで、リモートワーク体験をお楽しみください
事前に「スキルシート」をご提出のうえ、芽室の事業者との”先行マッチング(Meet Up)”を希望される方はご相談ください

【A】 「野マド」体験 in 十勝
野マド・リモートワーク体験の舞台を十勝全域に広げ、

リモートワーク体験をお楽しみください
お勧めスポット等は、現地でコンシェルジュがご案内します

【B】 芽室ビジネスMeet Up
野マド体験や現地での観光などを通じ、

現地事業者と直接話をしてみたい・縁づくりしてみたい方に
マッチング機会を提供します

芽室で、芽室が儲かる人の輪づくりワークショップ 「野マド・サミット」

芽室に住む人・芽室を訪れる人（皆さん）それぞれの視点で、「訪れる場として、働く場として、稼ぐ場としての芽室・十勝の可能性を
町内のどこに、どんな人の輪をつくれば生み出せるか」、ワークショップ形式で語り合います

秋の旬野菜たっぷり♪めむろワイナリー試飲飲み比べ付BBQディナー（参加無料!）

10/14
(木)

11:30集合

10/15
(金)

朝～15:00 朝～15:00

夜

午後

【A】【B】コースを
前日夜までに

ご選択ください

15:00-１８:00

10/16
(土)

12:00頃解散

クロージングセッション

最終日は、芽室町の魅力を満喫するクロージングプログラムを、
長芋収穫体験、牧場見学、電動サイクル散走野中からご選択ください（正午頃に終了予定）。

午前

★

★

★

★

★

OR

★上表の５つの指定プログラムすべてにご参加いただくとキャッシュバック対象となります。そのほかの詳しい適用条件と金額についてはp.8をご参照ください。
※プログラム中の記載時刻はめやすです。集合時間以降の内容および所要時間等は運営および天候等の事情により主催が変更する場合があります。

3



見どころ Day 1 

Day1 10/14 Thu.

11:30

芽室町のランドマーク・めむろ新嵐山スカイパーク内の

レストラン「カフェ＆レストラン コロポックル」に集合。

近接する十勝平野を臨む新嵐山スカイパーク展望台は絶景です

早めにご到着の場合は是非お立ち寄り下さい

p.m.

ランチオリエンを済ませたら北海道の大地でリモートワークへ！

森で、畑で、牧場で、公園でキャンプフィールド等で、思い思いにどうぞ♪

（町内約10箇所で自由にご体験いただけます）

night

芽室の大地で育まれた秋の新鮮野菜＆絶品お肉でBBQディナーをご堪能

下さい。BBQに合わせて、地元・めむろワイナリーのおいしいワインを、

試飲飲み比べ体験できます（無料。希望者のみ）

※予定は変更になる場合があります。
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見どころ Day 2 

Day 2 10/15 Fri.

a.m.-15:00 （選択式）

【A】前日に引き続き（今度は十勝全域をフィールドとした）

リモートワークへお出掛け下さい

【B】野マド体験や現地での観光等を通し、自らのビジネス・お仕事に

関連した“縁づくり”に興味をお持ちの方には、芽室町内の事業

者とのマッチング機会を提供する芽室ビジネスMeet Upを。

15:00-18:00頃

人の輪づくりワークショップ「野マド・サミット」。

新嵐山スカイパーク内「カフェ＆レストラン コロポックル」で、

芽室に住む人・芽室を訪れる人（参加者の皆さん）それぞれの視点で、
ワークショップ形式で語り合います。

※終了後にはグループごとに懇親会（参加自由）も予定しています

※予定は変更になる場合があります。
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見どころ Day 3 

Day 3 10/16 Sat.

a.m.

朝、全員が集合し記念撮影ののち、グループ毎に分かれて選択式の

クロージングセッションをスタートします。

aコース｜畑での長芋収穫体験

旬の健康食材・長芋の収穫を農家さんご協力のもと体験していただき

ます。土にふれて、食の豊かさを感じてください。

bコース｜牧場見学

日々愛情をこめて乳牛を育てている牧場の方から、牛が生まれてから

成長する過程について、牛舎見学をしながらお話を伺います。

cコース｜めむろ散走

電動アシスト自転車で、地元ガイドと豊かな農村景観の中を、畑を見

学したり、写真撮影しながら散策するように走るアクティビティです。

各コースとも正午頃に解散予定

※予定は変更になる場合があります。
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プログラム参加チケット・料金表

第1回開催【2021.10.14（木）～16（土)】ご案内

【モデルコース①】

ホテル泊
販売価格
(当初お支払額)
※お1人あたり

キャッシュバック＊後の実質自己負担額(1人あたり)

北海道外
ご在住

北海道内ご在住
(除十勝管内)

十勝管内
ご在住

ホテル泊(バス付) ¥39,800 ¥9,800 ¥24,800 ¥30,800

ホテル泊(バス無) ¥36,800 ¥6,800 ¥21,800 ¥27,800

キャッシュバックについての詳しい適用条件は次頁をご参照ください

グランピング泊（2-4名利用時）は、チケットの購入方法にご注意ください！

＊「②グランピング泊チケット」1枚（1名分の参加料込）と、「④通いDE体験チケット」を追加人数分
ご購入が必要となります。（購入例：4人の場合、チケット②が1枚と、チケット④が3枚必要です）

【モデルコース②】

グランピング泊
販売価格

(当初お支払額)
※グループあたり

キャッシュバック＊後の実質自己負担額(1人あたり)

北海道外
ご在住

北海道内ご在住
(除十勝管内)

十勝管内
ご在住

グランピング泊(1名泊) ¥46,800 ¥16,800 ¥31,800 ¥37,800

グランピング泊(2名泊) ¥60,600 ¥600 ¥15,300 ¥21,300

グランピング泊(３名泊) ¥74,400 ¥0 ¥9,800 ¥15,800

グランピング泊(4名泊) ¥88,200 ¥0 ¥7,050 ¥13,050

①ホテル泊＆朝食付チケット

②グランピング泊＆朝食付チケット

【モデルコース③】

テント泊
販売価格

(当初お支払額)
※お1人あたり

キャッシュバック＊後の実質自己負担額(1人あたり)

北海道外
ご在住

北海道内ご在住
(除十勝管内)

十勝管内
ご在住

テント泊 ¥18,800 ¥0 ¥3,800 ¥9,800

【モデルコース④】

通いDE体験
※宿はご自身手配

販売価格
(当初お支払額)

※お1人あたり

キャッシュバック＊後の実質自己負担額(1人あたり)

北海道外
ご在住

北海道内ご在住
(除十勝管内)

十勝管内
ご在住

通いプラン ¥13,800 ¥0 ¥0 ¥4,800

③テント泊付チケット

④通いDE体験チケット（宿泊先はご自身でご手配ください）

＊テントのご準備と設営・撤収は参加者さまご自身でお願いいたします。朝食は付きません

【参加料に含まれるもの】

・各種指定プログラム参加料
・野マド応援セット（町内約10箇所の野マドスポットの利用料/アウトドアテーブル・チェア付）

・2泊分の宿泊料（10/14チェックイン-10/16チェックアウト。チケット①②③が対象）

・ランチオリエンテーション昼食代（10/14昼）

・参加者懇親BBQディナー（10/14夕、※アルコールは別途個人精算）

・めむろワイナリー試飲飲み比べ体験（10/14夕食時。参加任意）

・朝食代（10/15朝、10/16朝。チケット①②が対象）

・レンタカー代（10/14-16の3日間。北海道外にお住いの方限定で先着15台限り。P.9参照）

【参加料に含まれないもの】

・集合場所まで/解散地点からの交通費（現地集合・現地解散となります）
・指定プログラム間の移動交通費（含ガソリン代）
・10/15,16のご昼食・ご夕食代
・任意の旅行傷害保険
・そのほ個人的性格の費用（飲食代、クリーニング代、電話代など）

＊テントのご準備と設営・撤収は参加者さまご自身でお願いいたします。朝食は付きません
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キャッシュバック・プログラムの概要と適用条件

第1回開催【2021.10.14（木）～16（土)】ご案内

■キャッシュバック条件

①10/14 11:30に集合地点にお越しいただき参加者登録を行うこと

②次の5つの指定プログラム（詳細p.3参照）にご参加いただける18歳以上の成人であること

・ 10/14（木）午後＠「野マド」体験in芽室

・ 10/14（木）夕＠参加者懇親BBQディナー

・ 10/15（金）日中＠【A】「野マド」体験in十勝 または【B】芽室ビジネスMeet Up

・ 10/15（金）夕＠人の輪づくりワークショップ「野マド・サミット」

・ 10/16（土）午前＠クロージングセッション（a:収穫体験, b:牧場見学 ,c:めむろ散走から選択）

③全プログラム終了後、アンケート記入やモニタリング調査等に協力いただくこと

④新型コロナウイルスの感染防止拡大に向けた取組みに実施・協力すること

⑤芽室町暴力団排除条例に掲げる対象者に該当しないこと

以上の条件を満たした方には、左図の金額をキャッシュバックします。

※身分証明書による居住地の確認をプログラム中に行います。なお同伴者さまはキャッシュバックの対象外です

■キャッシュバック方法・時期

2021年10月末をめどに、ご指定の銀行口座へ振込を行います（現金不可）

北海道外にお住いの方

30,000円

北海道内にお住いの方
（十勝菅内は除く）

15,000円

十勝管内にお住いの方

39,000円
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レンタカー無料特典プログラム（首都圏など北海道外からご参加の方限定）

第1回開催【2021.10.14（木）～16（土)】ご案内

対象者： 北海道外にお住まいで本プログラムに参加される方

定員： 15台（先着順）※1グループあたり1台が原則です

貸出期間： 10月14日（木）AM10:00～16日（土）18:00まで ※延長可（有料）

延長・乗捨て： 可能（費用はお客様のご負担となります。帯広市内での乗捨ては無料です）

車種： コンパクトカー指定（車種のご希望は承れません）

無料の適用範囲： 上記期間内のレンタカーの基本料金のみ

適用範囲外の内容：ガソリン代、追加の免責補償代、乗捨料金・延長料金（利用時のみ）は利用者様のご負担です

備考： ①希望者は事前申込みのうえ、10/14に帯広空港の指定集合場所で待ち合わせと現地で申込書の記入が必要です。

②事故・故障時の責任は負いかねます。万が一の際には、ご自身でレンタカー会社へのご連絡をお願いします。

申込方法： 下記サイトでのプログラムチケットのお買い求め時に、購入画面で「レンタカー希望」を選択してください

https://nomado-memuro.peatix.com/ （10月4日まで受付。定員に達した場合は先行し受付を終了します）
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【プログラムお問合せ先】

「野マドお試しリモート･ワーケーション体験プログラム」お客様センター
（株式会社ツーフィールド内）

MAIL： nomado.tokachi@gmail.com

TEL： 03-5244-4784 (平日10:00-17:00)

【プログラム概要】

名称： 野マドお試しリモート・ワーケーション体験プログラム

日時： 2021年10月14日（木）11:30～10月16日（土）12:00（現地集合・現地解散）

集合： 芽室町・新嵐山スカイパーク内「カフェ＆レストラン コロポックル」

定員： 20名

参加資格：上述の指定プログラムに参加いただき、リモートでのお仕事を

芽室町・十勝エリアで行うことのできる社会人（18歳以上）の方

申込締切：2021年10月4日（月）12:00まで

最少申込人数：大人1名様以上

最少催行人員：5名様

添乗員： なし

主催： 芽室町

協力： めむろ新嵐山株式会社／NPO法人 Qucurcus／株式会社ツーフィールド
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プログラムのお申込は
Peatixにて受付中！


