
農業収穫体験施設

農業収穫体験 施設

笆ファミリーファーム保田（鋸南町）
いちご狩り

1月1日～5月中旬、1月1日～4月8日
小学生以上1,500円・3～6歳1,100
円 、4月9日～ 5月8日小 学 生 以 上
1,000円・3～6歳700円

1月1日～2月16日　要予約
贊期間中無休
賚9:30～17:30
鋸南町保田3028  富津館山道路保田ＩＣより0分
☎0470-55-1809
薨0470-55-1809

体験
メニュー

体験時期
料金

笘特定非営利活動法人 大山千枚田保存会 棚田倶楽部（鴨川市）
①年間を通じた田植え・稲刈り等稲
作②まつり寿司作り③大山千枚田
自然観察会④わら細工（亀作り）⑤
藍染め⑥押し花作り
通年、①30,000円/100㎡（棚田オー
ナー制度）
②1,500円（税別）
③～⑥1,000円（税別） 

①要問合せ②～⑥10名以上要問合せ
贊火曜定休（祝日の場合は翌日）
賚9:00～16:00
鴨川市平塚540  JR鴨川駅から車で約30分
☎04-7099-9050
薨04-7099-9051
http://www.senmaida.com

［E-mail］info@senmaida.com

体験
メニュー

体験時期
料金

笙農事組合法人 鴨川自然王国（鴨川市）
田んぼ作業・畑作業

通年、会員制・会費10,000円

要予約（7日前）
贊期間中無休
賚9:00～17:00
鴨川市大山平塚乙2-732-2  JR鴨川駅から車で約30分
☎04-7099-9011
薨04-7098-1560
http://www.k-sizenohkoku.com

［E-mail］kingdom@viola.ocn.ne.jp
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料金

筐糟谷ファーム（鴨川市）
酪農体験（餌やり、哺乳、清掃、手
搾り） 
通年、1,000円

要予約（1ヶ月前）1団体30名程度
贊期間中無休
賚9:30～11:30,13:00～15:30
鴨川市横尾109-3  JR鴨川駅から車で20分
☎04-7097-0189　薨04-7097-0589
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筺長狭ブルーベリーヒルズ（鴨川市）
ブルーベリー狩り
 
食べ放題：6月～8月末1,000円
※小パックお土産付き

要予約
贊日曜日（8月無休）
賚9:00～17:00 
鴨川市上小原249  JR鴨川駅から車で15分
☎04-7097-0148 ㈲田村建設内
薨04-7097-1050
http://www15.plala.or.jp/nagasa-b-b/

［E-mail］nagasa-blueberry@cocoa.plala.or.jp
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①食用菜花摘み②たけのこ掘り③
田植え体験④びわ狩り⑤稲刈り体
験⑥みかん狩り⑦そば打ち体験
①1月①200円/1袋②4月中旬～4月
末②1,000円③4月中旬～5月GW期
間中③2,100円④5月～6月④2,000
円⑤9月下旬⑤2,100円⑥10月中旬
～11月中旬⑥大人400円子供300円
⑦通年⑦4,000円/1回（4人まで）人数追加1人500円

筌道の駅富楽里 とみやま（南房総市）

予約については、お問い合せください
贊お問い合せください
賚9:00～18:00 
南房総市二部1900  富津館山道路・鋸南富山イン
ターから車で3分、JR内房線岩井駅より徒歩15分
☎0470-57-2601
薨0470-50-3531
http://furari.awa.or.jp/ 

［E-mail］furari@awa.or.jp

体験
メニュー

体験時期
料金笞ひらつか地域活性化協議会（鴨川市）

①みかん収穫体験、②農作業体験
(稲)③秋の収穫まつり
①10月中旬～12月上旬①300円(食
べ放題)、②お問い合わせください
③11月下旬

要予約
贊期間中無休
賚お問い合わせください
鴨川市平塚572
①小川農園☎04-7098-0015
②③☎04-7098-0458
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笶鴨川市農林業体験交流協会「みんなみの里」（鴨川市）
①田植え体験②稲刈り体験③みか
ん狩り体験④菜花摘み体験⑤イチ
ゴ狩り体験⑥トマト狩り体験
①4月下旬～5月中旬①1,000円～
1, 5 0 0 円 ② 8月下旬 ～ 9月中 旬 ②
1,000円③11月～12月③550円（食
べ放題、１kgおみやげ付き）1時間位
④1月～4月④300円（1袋）30分位⑤
1月～5月⑤1,000～1,600円⑥2月～
5月⑥500円/500g・人

①②要予約（1ヶ月前）、③要予約（前日）
贊元日
賚9:00～18:00（11月～１月17:00まで）
鴨川市宮山1696  JR鴨川駅から車で約20分
☎04-7099-8055
薨04-7099-8044
http://www.minnami.com

［E-mail］info@minnami.com
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①びわ狩り②ブロッコリー摘み取り③
夏野菜収穫④アジの干物作り⑤房州
うちわ作り体験⑥フォトフレーム作り
⑦ジャガイモ掘り⑧食用菜花狩り
①5月下旬～6月中旬①2,000円②1
月～2月②500円（3本まで）③7月下
旬～8月中旬③600円、④⑤⑥通年
④600円（3匹）⑤1,000円⑥500円
～、⑦6月下旬～7月中旬⑦600 円～⑧1月～3月⑧1袋200円～

筵農園民宿 やまげん（南房総市）

要予約
贊期間中無休　賚お問い合せください
南房総市久枝563 JR内房線岩井駅徒歩10分、富津
館山道路鋸南富山IC5分
☎0470-57-2111 　薨0470-57-2201
http://www.yamagen-iwai.jp/
団体要相談
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①びわ狩り②いちご狩り③大房岬
ガイド④食用ナバナ摘み⑤貝殻スト
ラップ⑥羊毛クラフト作り
①5月中旬～6月20日頃、2000円～
2,600円②1月～5月GW、1,100円～
1,700円③通年、500円、ただし10名
以上④1月～2月、350円、指定の袋
詰め放題⑤通年、大500円、小300
円⑥通年、大500円、小300円

筰道の駅とみうら 枇杷倶楽部（南房総市）

要予約
贊年中無休（レストラン不定休）　賚10:00～18:00
南房総市富浦町青木123-1  道の駅とみうら
☎0470-33-4611 　薨0470-33-4231
http://www.biwakurabu.jp/

［E-mail］biwakurabu@mboso-etoko.jp
団体可
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箍ネイチャースクールわくわくWADA（南房総市）
①田植え、稲刈り②芋掘り③漁業体
験④その他各種体験(そば作り、くじ
ら学習等)
①お問い合せください①12,000円～

（宿泊費込）②お問い合せください
③お問い合わせください③15,000
円～（宿泊費込）④お問い合せくだ
さい

要予約
贊お問い合わせください
賚お問い合わせください
南房総市和田町中三原533　富津館山道路・富浦イ
ンターから車で30分
☎080-2558-0238
薨0470-47-5560
http://civil.mboso-etoko.jp/group/detail.asp?id=5

［E-mail］wada.nature@gmail.com
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①竹細工②納豆づくり③田植え・稲
刈り④田舎寿司づくり⑤しいたけ駒
打ち⑥リースづくり⑦ハイキング⑧
小物細工⑨わら細工⑩星の観察⑪
陶芸体験⑫野菜収穫⑬酪農体験⑭
餅つき⑮サイクリング
①②④⑦～⑨⑪⑬⑮通年、①1,000
円②500円④800円惣菜料200円⑦
案内人3,000円⑧1,000円⑨1,000円⑪2,000円～⑬500円⑮1台200
円、③5月・8月～9月③1,000円⑤2月～3月⑤1,500円⑥11月～12月
⑥1,500円⑩7月～3月⑩無料⑫8月～9月・11月～3月⑫入園料500
円⑭9月～4月⑭1臼7,000円惣菜料200円

箟自然の宿 くすの木（南房総市）

要予約
贊期間中無休
賚お問い合せください
南房総市和田町上三原1244-1  JR南三原駅より和田
混乗バス30分
☎0470-47-5522 
薨0470-47-5560
http://www.mboso-etoko.jp/kusunoki/
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①田植え②稲刈り③酪農体験（えさ
やり・哺乳・乳搾り）④子牛哺乳⑤
哺乳と牛乳寒天作り⑥アイスクリー
ム作り⑦バター作り⑧豆腐作り⑨そ
ば打ち⑩いもまんじゅう作り⑪き
な粉飴作り⑫餅つき⑬いちご狩り
とジャム作り⑭いちごジャム作り⑮
マーマレード作り⑯竹の子狩りと竹
の子ご飯作り⑰竹の子掘り⑱あじの開き作り⑲太巻き寿司作り⑳
イカメシ作り㉑草木染め㉒水鉄砲作り㉓わら細工
①5月上旬～5月下旬①1,200円②9月上旬～9月中旬②1,000円③～
⑪通年③1,500円④500円⑤800円⑥500円⑦500円⑧700円⑨大
人1,000円子供800円⑩500円⑪500円⑫10月～5月⑫800円⑬⑭4
月～5月中旬⑬1,500円⑭900円⑮4月～7月⑮700円⑯⑰5月～6月
上旬⑯1,200円⑰500円/kg⑱～㉓通年⑱800円⑲1,300円⑳700円
㉑800円㉒500円㉓800円

箘みねおかいきいき館（南房総市）

要予約
贊月曜定休
賚9:00～17:00
南房総市大井681-2  館山道・君津ICより車40分
☎0470-46-8611
薨0470-46-8612
http://www4.ocn.ne.jp/~iki_iki/
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メニュー

体験時期
料金

①みかん狩り②食用菜花摘み③ぶ
どう狩り④ブルーベリ狩り⑤ドラゴ
ンフルーツ収穫⑥コスモス摘み取り
⑦ポピー摘み取り
①10/20～12/20①400円（食べ放
題）②1月～3月②300円、500円（1
袋）③8/初旬～9/中旬③300円（入
園・試食付）④6/中旬～7/中旬④
1,000円（食べ放題）⑤7/中旬～10/中旬⑤400円（1/1カット）⑥9月
～10月⑥500円（5本）⑦1/初旬～4/末⑦300円（15本）

筮道の駅三芳村 鄙の里（南房総市）

要予約（団体）
贊お問い合せください
賚9:00～17:30（10月～2月17:00）
南房総市川田82-2  道の駅｢三芳村」鄙の里内
☎0470-36-4116 　薨0470-36-4117
http://www.hinanosato.jp/

［E-mail］staff@hinanosato.jp

体験
メニュー

体験時期
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筬田村農園（南房総市）
①そら豆狩り②とうもろこし収穫体
験③食用菜の花摘み
①4月下旬～5月下旬①1人1㎏600円
②6月下旬～8月上旬②1人2本500円
試食付③11月～3月③1人1㎏500円

予約不要
贊期間中無休
賚8:00～18:00
南房総市千代346  富津館山道路・富浦インターか
ら車で10分
☎0470-36-2384
薨0470-36-2384

体験
メニュー

体験時期
料金
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