
Queen’s Meadow
 Country House

この度は、クイーンズメドウ・カントリーハウスへお問い合わせいただき、

誠にありがとうございます。本資料では、みなさまに当施設での滞在

を存分に楽しんでいただくために、ご利用いただく上でご確認いただ

きたい事項を記載しております。�QMCHでは、宿泊サービスのスタッフ

が馬事・農作業を兼務しておりますので、ホテルのようなサービス

はご提供できません。どうぞご一読いただき、不明点等ございましたら、

何なりとメールでご連絡ください。

私達が丁寧に拓き、育ててきたこの美しい森で、みなさまと一緒に

過ごせる日々 を、一同心より楽しみにしております。
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contact@qmch.jpお問い合わせ

馬と人とが共にある、遠野の美しい森へ。

クイーンズメドウ・カントリーハウス（QMCH）は、早池峰
山の南側、遠野盆地の北側に位置し、広葉樹を主と
する森と三本の小沢を抱える約12ヘクタールの里山
です。私たちは、この豊かな森と牧草地で馬たち（ハ
フリンガー種）を放牧し、そこにつらなる田畑・それぞ
れ10反ほどで、ささやかな有機農業を営んでいます。

QMCHは、馬と人とが共にある暮らしを営んで行くこ
とで、遠野らしい美しい景観が続いてゆくことを願って、
1999年に開拓を始めた事業です。2017年1月より、こ
うしたコンセプトや暮らしの実践について、想いを近く
するみなさんに体験していただきたく思い、週末の宿
泊棟をご利用いただけるようにしました。

この自然環境はまるごと人を癒してくれる場になって
います。どうぞ、ここの森を野を田園を、歩き回ってみ
てください。きっと、だた黙って立っているだけでも、
せせらぎや風、さまざまな生き物たちの気配を感じるこ
とができるでしょう。　馬たちも待っています。

〒028-0661
岩手県遠野市附馬牛町上附馬牛14-122  荒川駒形神社参道南入ル
TEL：0198-64-2882　FAX：0198-64-2883

＊ スタッフが農作業・馬事に従事している際には、お電話をお受けでき
ないことがあります。

クイーンズメドウ・カントリーハウス
（農業生産法人 株式会社ノース）



contact@qmch.jpお問い合わせ

宿泊棟のご案内

●ゲストルーム: 2部屋
●スイートルーム: 1部屋

2ベッド・1ロフト、各部屋3名までご宿泊いただけます。
2ベッド・2ロフト、簡易キッチンがあり、4名までご宿泊いただけます。

※  ゲストルーム・スイートルームには、それぞれバス・トイレがあり、ハンドソープ・ボディーソープ・シャンプー・コンディ
ショナー・ドライヤー・フェイスタオル・ハンドタオル・バスタオルのご用意がございます。

※Wi-Fiがご利用いただけます。（SoftBank電波は受信できません。）

●ゲストルーム: 2部屋 2ベッド・1ロフト、各部屋3名までご宿泊いただけます。

※ ゲストルームには、それぞれバス・トイレがあり、ハンドソープ・ボディーソープ・シャンプー・コンディショナー・ドライヤー・
フェイスタオル・ハンドタオル・バスタオルのご用意がございます。

※Wi-Fiがご利用いただけます。（SoftBank電波は受信できません。）

本　館

新　館

キッチンとダイニングルーム、暖炉のあるミーティングエリア「ドマリウム」を併設しています。

大きな窓を備えた２つのゲストルームの他、 オフィスとオーナーズルーム、馬房のある棟です。



contact@qmch.jpお問い合わせ

ご宿泊・お食事について

お食事

ご宿泊

チェクイン：15:00　チェックアウト：11:00

ショートステイの場合（１泊２日〜３泊４日・6名以上）

＊2名以上でご利用ください。
リトリートプログラムは1名様よりご予約を承ります。（相部屋をお願いする
ことがございます）

＊サービスのお時間はご相談ください。
＊ 自  炊していただくことも可能です。ご相談ください。
　（基本的な備品や調味料の用意あり）1日1,000円
＊ 施設内もしくは遠野市界隈で栽培された野菜中心のメニューをご用

意します。（動物性なし）
＊お弁当も同額にてご用意できます。

ご料金 朝食 1,000円（税込・1名1食）　08:00〜10:00
昼食 1,000円（税込・1名1食）　12:00〜14:00
夕食 3,000円（税込・1名1食）　17:00〜19:00

（地酒・地ビールを含む）

●お子様用料金

乳児100%OFF（添い寝）
幼児50%OFF（添い寝）
小学生25%OFF（ベット使用）

●お子様用料金

乳児100%OFF（お食事なし）
幼児50%OFF（お食事あり）
小学生25%OFF（お食事あり）  

15,000円（税込・1名1泊・お食事別）ご料金



contact@qmch.jpお問い合わせ

ロングステイ／デイユースのご利用について

ロングステイ

デイユース

アオゲラホール

（４泊５日以上のご滞在〜１名以上）

（ホールやフィールドのみのご利用・１名以上）

（多目的ホール）

ご料金
１週間
１ヶ月
１年

80,000円
240,000円

2,640,000円

（税込・1名1室+フィールド）
（税込・1名1室+フィールド）
（税込・1名1室+フィールド）

大学ゼミや企業研修、アート制作、企画立案、執筆など、自然に囲まれた環境で
集中した時間を過ごしたい方は、お問い合わせください。

※ショートステイとはご利用条件が異なりますので、詳細についてはメールにてご相談ください。 
※基本的にお食事は自炊のみとさせていただきます。
※期間に応じて清掃・メンテナンスのタイミングをご相談させていただきます。

ご料金 10,000円（税込）／1名

アオゲラホールや屋外フィールドの一部を、研修や自然観察などアウトドア・イベントに
ご利用いただくことができます。また、田畑フィールドでの農作業体験や、馬事見学などの
イベント・プログラムを一緒に企画・開催することも可能です。ご相談ください。

※見学の場合は１名のご料金にて８名までお受けいたします。（２時間程度）

アオゲラが空けた穴を塞いだ青いガラスが美しい小さなホールで、
宿泊棟から徒歩1分のところにあります。小規模なコンサートや
研修・セミナー、イベントなどの開催にご利用ください。

※プロジェクター・スクリーン・簡易キッチンをお使いいただけます。
※Wi-Fiがご利用いただけます。（SoftBank電波は受信できません。）
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フィールド

本館

新館



contact@qmch.jpお問い合わせ

アクティビティ

ご料金：2,000 円（税込・1 名・２時間程度）

トレッキング・山菜探し・薪割り・馬フィールドの見学（触らせてもらえることも）・スノーシューなど

※スノーシューなどの備品レンタルの場合は別途1,000円（税込・1名）



contact@qmch.jpお問い合わせ

馬と森のリトリート10
「芋名月」

馬と森のリトリート11
「七竃（ななかまど）」

馬と森のリトリート12
「新米」

馬と森のリトリート13
「山下げ -冬里-」

馬と森のリトリート14
「初雪」

馬と森のリトリート15
「壺中（こちゅう）の天」

馬と森のリトリート16
「裸馬」

9/28（金）〜
9/30（日）

10/6（土）〜
10/8（祝）

10/19（金）〜
10/21（日）

11/2（金）〜
11/4（日）

11/23（金）〜
11/25（日）

12/7（金）〜
12/9（日）

12/21（金）〜
12/23（日）

¥46,000
（税込・1名）

¥48,000
（税込・1名）

¥48,000
（税込・1名）

¥50,000
（税込・1名）

¥48,000
（税込・1名）

¥48,000
（税込・1名）

¥48,000
（税込・1名）

お部屋／お食事
アクティビティ

お部屋／お食事
アクティビティ

お部屋／お食事
アクティビティ

お部屋／お食事
アクティビティ

お部屋／お食事
アクティビティ

お部屋／お食事
アクティビティ

お部屋／お食事
アクティビティ

稲穂が頭を垂らし、刈入れの時期。
全ての生命が冬越しの準備を始めます。

山から里へ紅葉が降りてきます。
冷えたからだを暖炉であたためて。

天日干しした稲の脱穀の時期。
里山は、秋の味覚が詰まった宝石箱に。

高原へ馬たちを迎えにいく季節。
また人と馬が群れとなり里山に戻ります。

里の田には、白鳥が飛来する頃。
馬たちと森で過ごす最高の季節です。

雪の中で静まりかえる里山と森。
まもなく冬眠の世界がやってきます。

雪原で馬の温もりを感じ、
燃えさかる暖炉の前で餅を搗きます。

クイーンズメドウ・カントリーハウスが主催する宿泊企画のご案内。
みなさまのお越しを心よりお待ちしております。

企画名 日程 料金 含まれるもの テーマ

●お願い
●お食事
●アクティビティ
●お支払い
●定員
●その他

チェックインは15:00〜17:00の間にて、チェックアウトは11:00にてお願いしております。
1日目の夕食、2日目の朝昼夕食、3日目の朝食と、お飲み物を含みます。

「馬とのコミュニケーション」と「季節のアクティビティ」を含みます。
事前振込をお願いしております。
基本的に6名とさせていただきます。（この企画のご予約1名より承ります。）
天候などの事情により、日程や内容が変更される可能性があります。

宿泊企画（馬と森のリトリート）



contact@qmch.jpお問い合わせ

●お支払いについて
下記、どちらかでお支払いください。クレジットカードはお使いいただけません。 

領収書が必要な方は事前にご連絡ください。

（1）ご滞在最終日に現金でお支払いいただく
（2）最終日請求書を発行させていただき、１週間以内にお振込みいただく

●キャンセルポリシー
ご予約をキャンセルされる場合には、お早めにご連絡ください。
ご宿泊予定日の30日前よりキャンセル料が発生します。

30日〜11日前のキャンセル →
10日〜4日前のキャンセル →
3日〜1日前のキャンセル →

当日のキャンセル →

10%キャンセル料をいただきます。
30%キャンセル料をいただきます。 
50%キャンセル料をいただきます。
全額のキャンセル料をいただきます。

ご予約日１ヶ月前に、本予約完了
ご予約日１ヶ月前に担当者からの最終確認の連絡を差し上げます。これをもって、本予約とさせて
いただきます。（当日の到着時刻・アレルギー・その他変更点の確認）

空き室状況を確認、仮予約
空き室状況を確認、担当者からの返信をもって、仮予約とさせていただきます。

メールでお申込み
以下の情報を明記の上、queensmeadow@tonotv.comへメールでご連絡ください。

（1）お名前 （2）ご利用日 （3）ご利用人数 （4）お食事のご予約・ご相談（自炊含む） （5）アクティ
ビティのお申込み・ご相談 （6）交通手段（電車＆タクシー、電車＆レンタカー、自家用車など） 

STEP1

STEP2

STEP3

ご予約について
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電車・レンタカー／タクシーでお越しの場合

お車でお越しの場合

JR釜石線「遠野駅」からQMCHまではお車で約25分程です。

＊「遠野駅」周辺で、レンタカーをお借りいただくか、タクシーでお越しください。

駅レンタカー 新花巻営業所
トヨタレンタカー 新花巻駅西口
ニッポンレンタカー 新花巻駅東口

0198-32-1500
0198-31-2100
0198-32-1356

＊JR「新花巻駅」からお越しの場合は、お車で約60分程です。

遠野交通（株）
駅レンタカー 遠野駅営業所

0198-62-3355 （タクシー料金は、おおよそ4,000円程度です。）
0198-63-2515 （事前予約をおすすめします。）

QMCHは少人数で運営にあたっているため、送迎ができません。どうかご了承ください。
また、スタッフは屋外作業にあたっていることが多いため、当日は到着時刻の約30分前にご連絡くださいますよう、
お願いいたします。（090-7797-6759）

釜石自動車道「遠野インターチェンジ」より約30分で到着します。

 ＊当日は到着時刻の約30分前にご連絡ください。（宿泊関係現地担当者090-7797-6759）

アクセス・送迎について


