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ちばの自然を丸ごと体験
プ

都市の人々が農山漁村の民宿やペンションに宿泊して、地域の人々と交流したり、川や海・田園景観など
ふるさとの風景を楽しむ余暇活動のことをグリーン・ブルーツーリズムといいます。
千葉県では、首都圏に近いという立地条件を生かし、日帰りでできる農林魚業体験や身近な市民農園での
農業体験・交流、農林水産物直売所施設を介した都市住民との交流など幅広く取り組んでいます。
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千葉県では 3 方を囲む海という恵まれた資源も積極的に活用し、
農林と水産が一体となって推進していく、という意味を込めて
「グリーン・ブルーツーリズム」と呼んでいます。

Bay

東京湾に面した県内でも最も人工密度が高い千葉の中心部。
人気のテーマパークや大型ショッピングモールなどがありますが
潮干狩り体験やいちご・ブルベリー・梨狩りなど自然と触れ合え
るスポットも数多くあります。

ベイエリア

ＪＡ千葉みらい農産物直売所

「しょいか〜ご」習志野店
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1

下田農業ふれあい館

2
ふなばし三番瀬海浜公園

昭和の森
標高約 100m 以上の展望台からは、
九十九里平野と太平洋の水平線が
一望できます。
東葛飾エリア

北総エリア

ベイエリア
九十九里エリア
かずさ・臨海
エリア
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Bay

ベイ エリア

1

ふなばし三番瀬海浜公園

船橋市

4 月中旬〜6 月上旬

潮風に吹かれながら

潮干狩り体験

Osusume Spot

潮干狩りの時期は大変賑わいますが、
三番瀬を見渡せる展望デッキや BBQ エリアもあり一年を通して遊べる公園です。

2

下田農業ふれあい館

千葉市

旬野菜をバイキングで味わう
「しもだ農産物直売所」と「レストラン澪（みお）
」で構成する
都市と農村を結ぶふれあい交流施設。レストランのバイキング
では旬野菜をベースにした体にやさしい料理を提供しています。

3

ＪＡ千葉みらい農産物直売所

「しょいか〜ご」習志野店

千葉市

出店する生産者は 1,000 名
千葉市、習志野市の約 1,000 名から集まる新鮮な農産物が
並ぶ店内は圧巻！ 地元産の人参、落花生、お米を使ったジ
ュースやドレッシングなどオリジナル商品も豊富にあります。

？コラム
ちば 知 っとく！

ちばエコ農産物

これらのマークが目印

千葉県では、自然環境への負荷を軽減するため、化学合成農薬と化学肥料を通常の半分以下で
栽培された環境にやさしい農産物を「ちばエコ農産物」として認証しています。県Web ページ
「ちばエコ農業情報ステーション」では、「ちばエコ農産物」などから栽培情報が分かるほか、
「ちばエコ農産物販売協力店」の情報も公開しています。
「ちばエコ農産物」の生産者は、栽培前
に計画を立て、栽培中に「どんな農薬をいつ使ったか」など、作業内容をしっかり記録しています。
ちばエコ

2

https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/eco-jouhou/

農林水産物直売所
下田ふれあい館

千葉市

体験施設＆農林水産物直売所
四街道市

みはる野いちご園
タンジョウ農場
ドラゴンファーム
「わたしの田舎」谷当工房
吉田農園

☎043-239-0436/ 若葉区下田町 772
体験 10 月上旬〜 12 月下旬：花苗（パンジー、ビオラ、葉ボタン掘り） 10 月〜 11 月下旬：リンゴ

ちはる農園
猪野ナーセリー
高根ぶどう園
浅野フルーツ園
みつばちファーム園
フルーツランドとけ ペアーフォレスト
フルーツランドとけ とけのいちご中村農園
フルーツランドとけ 田中ぶどう園
フルーツランドとけ 観光イチゴ園エーアト・ベーレ

フルーツランドとけ

畑のマルシェ 味菜畑

船橋市

四街道市

よもぎの里

農林漁家レストラン
千葉市

わたしの田舎

谷当工房

☎043-239-0645/ 若葉区谷当町 70

さわの森農園

千葉市

タンジョウファームキッチン

☎043-239-7166/ 花見川区大日町 1399-2 http://www.tanjofarm.net

千葉中央観光農園

市川市

ガルテンカフェ「ぶ楽り」

☎047-375-4187/ 国分 4-3-23 http://garten-café.com/

鈴木観光農園

☎043-291-3215/ 緑区平山町 1049-66 付近
体験 4 月下旬〜 5 月上旬

千葉市

三番瀬みなとや

船橋市

山崎いちご農園

☎043-231-2554/ 若葉区小倉町 471
体験 8 月中旬〜 9 月下旬：梨狩り、8 月中旬〜 10 月下旬：ぶどう狩り 等

千葉市

ＪＡちば東葛 農産物直売所「ふなっこ畑」

船橋市

ほかり果樹園

☎043-233-2928/ 若葉区加曽利町 1195
体験 2 月上旬〜 5 月上旬：いちご狩り

千葉市

道の駅「いちかわ」

☎043-304-8080/ 栗山 751-1 http://www.yomoginosato.jp/
※レストラン「キッチンたぬき」有り

☎043-294-5105/ 緑区板倉町 62
体験 2 月中旬〜 5 月上旬：いちご狩り

千葉市

ＪＡいちかわ直売組合直売所

市川市

☎047-338-3500（ＪＡいちかわ市川経済センター）/ 湊新田 1 丁目 6-2

☎080-6730-2300/ 緑区平川町 2139
体験 6 月中旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り

千葉市

ＪＡ八千代市農産物直売所 グリーンハウス勝田台店

☎047-456-2750/ 豊富町 1482-235 http://www.oishii-yasai.com/

☎043-294-0757/ 緑区大高町 26-34
体験 1 月上旬〜 5 月下旬：いちご狩り

千葉市

八千代市

☎047-434-0668/ 日の出 1-22-1 http://www.funabashi-gyokyou.jp/minatoya

☎043-294-2338/ 緑区大高町 26-27
体験 8 月中旬〜 9 月下旬：ぶどう狩り

千葉市

ＪＡ八千代市農産物直売所 グリーンハウスゆりのき店

☎047-439-3061/ 行田 3-7-1 http://www.ja-chibatoukatu.or.jp/directsales/

☎043-294-7905/ 緑区上大和田町 273
体験 1 月上旬〜 5 月上旬：いちご狩り

千葉市

八千代ふるさとステーション内 農産物直売所クラフト

☎047-382-5211/ 市国分 6 丁目 10-1
https://www.michi-no-eki.jp/stations/view/14173

☎043-295-1174/ 緑区大高町 33
体験 9 月上旬〜中旬：梨狩り

千葉市

ＪＡ千葉みらい農産物直売所「しょいか〜ご」習志野店

☎047-485-1365/ 勝田台 2-7-8 http://www.ja-yachiyo.or.jp

市川市

☎090-3086-0330/ 緑区平川町 1292
体験 12 月下旬〜 5 月下旬：いちご狩り

千葉市

習志野市

☎047-472-1831/ 実籾本郷 34-1 http://www.syoicargo.jp

八千代市

☎043-228-1840/ 若葉区中野町 12
体験 6 月上旬〜 9 月上旬：ブルーベリー狩り、9 月下旬〜 11 月下旬：かき狩り 等

千葉市

ＪＡ千葉みらい農産物直売所「しょいか〜ご」京成千葉中央店

千葉市

☎043-224-1831/ 中央区本千葉町 15-1 http://www.syoicargo.jp

☎047-489-4147/ 大和田新田 640-1 http://www.ja-yachiyo.or.jp

☎090-3408-2100/ 若葉区高根町 768
体験 8 月中旬〜 9 月下旬：ぶどう狩り、8 月上旬〜 9 月上旬：梨狩り

千葉市

しもだ農産物直売所

千葉市

☎043-237-8841・043-237-8011/ 若葉区下田町 971 http://www.shimodafreai.com/

☎047-488-3188/ 米本 4905-1 http://craft-yachiyo.net/

☎080-2263-8666/ 若葉区富田町 542
体験 6 月中旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り

千葉市

ＪＡ千葉みらい農産物直売所「しょいか〜ご」千葉店

千葉市

☎043-231-1831/ 若葉区小倉町 871 http://www.syoicargo.jp

八千代市

☎090-3436-2941/ 若葉区中田町 859
体験 3 月上旬〜 5 月上旬：いちご狩り

千葉市

千葉県漁業協同組合連合会「海市場」

千葉市

☎043-239-0645/ 若葉区谷当町 70
体験 4 月中旬〜 5月上旬：タケノコ、9 月上旬〜10月下旬：さつまいも掘り、通年：ロースハム作り 等

千葉市

ガイヤファーム （旧横田ファーム）

市川市

ケーキラボ

マグネット

☎047-312-6660/ 北国分 2-2-2

☎080-3096-3944/ 緑区平山町 1048
体験 1 月中旬〜 5 月上旬：いちご狩り

千葉市

http://cbc-engei.or.jp

☎043-243-4137/ 中央区新宿 2 丁目 3 番 8 号（水産会館１Ｆ）
http://www1.enekoshop.jp/shop/umiichiba/

☎043-235-3788/ 若葉区小倉町 1354 https://www.doragon-farm.com/
体験 6 月上旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り、1 月上旬〜 5 月中旬頃：いちご狩り

千葉市

一般社団法人 千葉市園芸協会直売所

千葉市

☎043-228-5764/ 若葉区古泉町 537 千葉市農政センター内
http://cbc-engei.or.jp

☎090-9340-5631/ 花見川区大日町 1399-1
体験 6 月上旬〜 8 月中旬：ブルーベリー狩り

千葉市

千葉酪農農業協同組合直売所 おなりみるく工房

千葉市

☎043-250-1592/ 花見川区宇那谷町 227-1
体験 1 月上旬〜 5 月上旬：いちご狩り

千葉市

（農）殿台花卉生産組合 グリーン・サム

千葉市

☎043-228-5221/ 若葉区富田町 1033-1

体験施設

千葉市

https://shimodafreai.com/

☎043-256-1487/ 若葉区殿台町 152

佐藤いちご園

☎043-422-7340/ 四街道市鹿放ケ丘 300
体験 2 月〜 5 月中旬：いちご狩り

千葉市

☎043-237-8011/ 若葉区下田町 971
※レストラン有り

B. ベリーファーム

施設内にレストラン有り

泉の丘

☎090-8454-9579/ 若葉区上泉町 644 https://b-berry-farm-izuminooka.jimdofree.com/
体験 6 月中旬〜 8 月下旬 旬：ブルーベリー

千葉市

さんたファーム

☎050-3628-1515
（自動音声案内）/ 若葉区御殿町1-91 https://www.santa-farm.jp/
体験 12 月下旬〜 5 月中旬 旬：イチゴ狩り

八千代市

やちよ農業交流センター

☎047-406-4778/ 島田 2076
体験 1 月上旬〜 3 月下旬：いちご狩り、
10 月上旬〜 12 月中旬：黒大豆、枝豆収穫体験 ( オーナー制 ) ブルーベリー狩り 等

八千代市

周郷農園直売所「食の広場ピアッツァ」

☎047-459-9121/ 大和田新田 643-3
体験 1 月上旬〜５月上旬：いちご狩り

八千代市

金子苺園

☎090-1034-0257/ 島田台 969
体験 1 月上旬〜５月上旬：いちご狩り

市川市

船橋・八千代
花

花 めぐり

をテーマにしたトリップアドバイザー「日本のテーマパークランキング」

で 2015 年に 3 位になった「ふなばしアンデルセン公園」は、1 年中様々な
花が咲き誇ります。また八千代市の新川両岸には 8 品種、約 1,300 本の桜を
植栽。中でも早咲きの河津桜は 700 本と県内有数の規模を誇ります。
花めぐりで四季を体感してみませんか。

竹之内果樹園

☎047-337-8933/ 大町 266
体験 4 月下旬：たけのこ掘り、9 月中旬〜 10 月中旬：栗拾い

船橋市

ふなばし三番瀬海浜公園

☎043-435-0828/ 潮見町 40 https://www.sambanze.jp
体験 4 月中旬〜 6 月中旬：潮干狩り
船橋アンデルセン公園

新川沿い河津桜
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Higashi
katsushika

醤油作りなど伝統的な産業が息づいていたり、古民家や神社仏閣、
歴史資源も多く、まち歩きも楽しいエリア。梨・やみかん狩りや
さつまいも掘り、

栗拾いなど体験できます。

東葛飾エリア

道の駅 しょうなん

野菜レストラン SHONAN

2 3
松戸市観光梨園組合連合会

1
東葛飾エリア

北総エリア
ベイエリア

戸定歴史館・戸定邸
幕府最後の将軍・徳川慶喜の弟、徳川昭武

九十九里エリア
かずさ・臨海
エリア

が暮らした戸定邸は国指定重要文化財とし
て一般公開されています。（松戸市）

南房総
エリア

カレンダー
出始め及び終盤
1月

えだまめ
かぶ
ねぎ
ほうれんそう
にんじん
日本なし
スズキ
コノシロ
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2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

旬 特に美味しい
10 月

11 月

潤沢期
12 月

Higashikatsushika

1

松戸市観光梨園組合連合会

東葛飾 エリア

松戸市

二十世紀梨発祥の地で

梨狩り体験

8 月中旬〜10 月中旬

松戸市は「二十世紀梨発祥の地」として有名で、二十世紀の子孫にあたる

「幸水」「豊水」など、時期によって様々な品種が楽しめます。

Osusume Spot

市内組合加盟の各梨園で梨もぎとり（27 園）・直売を行っています。

2

道の駅 しょうなん

3
柏市

テーマは、ふれあい

野菜レストラン SHONAN

柏市

自然・農業とのふれあいをテーマとした都市型農業振興施設です。農産物

旬野菜の食べ放題！

らは手賀沼が一望できます。

たサラダバー付いていて、旬の野菜食べ放題です。

直売所には採れたての新鮮野菜が並んでおり、ガラス張りのレストランか

メインメニューには、柏市産の新鮮野菜をふんだんに使っ
ペットと一緒に食事ができるレストランです。

？コラム
ちば 知 っとく！

お米の新品種

「粒すけ」

幅広い世代の皆さまに様々な場面で千葉県産米を食べていただけるよう「ふさこがね」

以来 14 年ぶりに開発した主食用米新品種です。大粒で炊飯米は白く光沢に優れ、程良

い粘りと弾力があり、コシヒカリと同等以上の良食味のお米です。 魚、肉、寿司、

どんぶり等色々な料理に合うオールマイティな食感で、栽培・収穫時期はコシヒカリと同

じで収量が多く、茎が短く倒れづらく、安定した生産ができるのも特徴です。
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農林水産物直売所
野田市農産物直売所 ゆめあぐり野田

野田市

☎04-7120-8821/ 船形 280-1
※レストラン有り

体験施設
野田市

柏市

☎04-7141-6755/ 高田 100
等

農菜土
手賀沼ファーム

☎090-8561-7483/ 根戸 1349
体験 9 月中旬〜 11 月中旬：さつまいも掘り

我 孫 子市

お、やさい広場産直組合

☎ 04-7187-1949 / 中里 6-1-103

あびこ農産物直売所 あびこん
まつど農産物直売組合 まつぼっくり

松戸市

☎047-341-3050/ 新作 382 http://www.ja-toukatsuchuou.or.jp/matsubokkuri.html

農園『花囲夢』

いろいろや・ハーモニー

流山市

☎04-7157-9933/ 平和台 3-2-15 http://www.jsn-nagareyama.org/iroiroya/

鎌ケ谷市観光農業組合

☎047-445-1141( 鎌ケ谷市役所代表番号 )/ 新鎌ケ谷 2-6-1
体験 8 月下旬〜 10 月上旬：梨狩り、ぶどう狩り 等

松戸市

我孫子手賀沼漁業協同組合売店

我孫子市

☎04-7182-4626/ 我孫子新田 101

我孫子市

☎04-7189-2825/ 布佐 826
体験 6 月中旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り

鎌 ケ 谷市

手賀沼フィッシングセンター

柏市

☎04-7168-0821/ 高野山新田 193 https://www.abiko831.jp/

田村栗園

☎04-7188-2308/ 新木 1851
体験 9 月上旬〜 10 月中旬：栗拾い

我 孫 子市

http://www.kasiwade.com

☎04-7185-2424/ 曙橋字若鮎 1 http://www.teganuma-fish.com/

我孫子市

あびこブルーベリーガーデン

☎080-2551-3597/ 根戸新田
体験 7 月上旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り

我 孫 子市

農産物直売所かしわで

柏市

等

柏たなか農園

☎04-7137-7318/ 手賀 808
体験 5 月・9 月：稲作体験（田植え、稲刈り）、５月中旬〜１１月中旬：旬野菜の収穫体験等

我 孫 子市

グリーンハウス ゆりや

柏市

☎04-7144-5224/ 豊四季 267-20
http://cbc-engei.or.jp

☎080-5656-3704/ 船戸 1027
体験 8 〜 9 月：スイカ収穫体験、9 〜 10 月さつまいも収穫体験

柏市

トマトハウス

柏市

富勢地区ふるさと農園

☎04-7134-9920/ 布施下 127-1
体験 5 月中旬：田植え体験、9 月中旬：稲刈り体験

http://www.shonanyasai.com/

☎04-7134-9920/ 布施下 127-1

水田型市民農園

☎04-7192-8267/ 三ツ堀 371
体験 4 月〜 9 月末：稲作体験 ( 田植え、稲刈り )

柏市

道の駅しょうなん 農産物直売所

柏市

☎04-7190-1132/ 箕輪新田 59-2

野田みかん園

☎090-1552-3534/ 谷吉 61
体験 11 月〜 12 月：みかん狩り

野田市

http://yumeaguri-noda.com/

ブルーベリーファーム新松戸

新鮮食味

流山市

☎04-7155-7015/ 大畔 64-1

☎080-4857-0141/ 七右衛門新田 509-2
体験 6 月〜 8 月：ブルーベリー狩り

松戸市

土屋農園

農林漁家レストラン

☎047-362-2468/ 松戸新田 592
体験 9 月〜 10 月：さつまいも掘り、7 月〜 8 月：ブルーベリー狩り

松戸市

松戸市都市農業振興協議会

我孫子市

☎047-366-7328/ 根本 387-5
体験 7 月・10 月：枝豆収穫体験 ( オーナー制 )、12 月〜 1 月：小松菜収穫体験 ( オーナー制 ) 等

松戸市

松戸市観光梨園組合連合会

柏市

☎047-703-1100( 事務局：松戸市観光協会 )/ 根本 387-5
体験 8 月中旬〜 10 月中旬：梨狩り

松戸市

小川農園

米舞亭
水の館１Ｆ）

農家レストラン「さんち家」

☎04-7199-3364/ 高田 100

柏市

☎047-387-2057/ 串崎新田 3
体験 9 月〜 10 月：さつまいも掘り、6 月〜 8 月：ブルーベリー狩り

旬菜厨房

☎04-7168-0821/ 高野山新田 193（手賀沼親水広場

http://www.kashiwade.com

農家直営野菜レストラン SHONAN

☎04-7196-7773/ 箕輪新田 39-2 https://www.yr-shonan.jp

施設内にレストラン有り

東葛飾エリアで作られている

ちばを代表する主な野菜

えだまめ
■ 県内の主な産地

■ 県内の主な産地

野田市、松戸市、流山市、船橋市、
君津市、鴨川市、銚子

松戸市、柏市、東庄町

ゆでてビールのお供に！炊き込みご飯

油炒めやみそ汁にも。

に入れると、いろどりも鮮やかで食欲

漬物、酢の物、サラダ。

をそそります。

■ おいしいかぶの選び方

■ おいしいえだまめの選び方

・葉はみずみずしく緑が鮮やかなもの
・肌にツヤがあり、くすみがないもの
・量感があり、大きさは直径 6 センチメートルぐらいが良い

・実がぎっしり入っていて膨らんだもの
・サヤが密生していてうぶ毛が濃く、葉は新鮮なもの

キャベツ
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かぶ

こまつな

■ 県内の主な産地

■ 県内の主な産地

野田市、銚子市、旭市

松戸市、柏市、千葉市、船橋市

炒め物、サラダ、ロールキャベツなど

ゆでてお浸し、吸い物の具などが

の煮物に大活躍。

代表的です。

■ おいしいキャベツの選び方

■ おいしいこまつなの選び方

・重量感があり、緑色で新鮮なもの
・春キャベツは葉は柔らかくてみずみずしく、冬キャベツは葉は硬くて厚いもの

・葉の緑色が濃く、葉肉が厚いもの
・葉および茎にハリとツヤがあり、みずみずしさがあるもの
・根付きの場合は、根が長いもの

Hokuso

利根川下流域の平野部を広くカバーするエリア。豊かな
田畑が広がる農業地帯です。落花生掘りや、さつまいも掘り
ぶどう狩りなどが体験できます。また、太平洋に突き出
た銚子では、釣り船に乗って本格的な釣りも楽しめます。

北総エリア

道の駅くりもと

佐倉草ぶえの丘

3
2
1
北総エリア

佐倉きのこ園
東葛飾エリア

ベイエリア
九十九里エリア

香取神宮

かずさ・臨海
エリア

古代以来、東国の守り神・武神としての信仰を
集める全国約 400 社の香取神社の総本社。

南房総
エリア

北総は全国的にも知られる神社仏閣やパワース
ポットなど歴史的な見どころが点在しています。

カレンダー
1月

2月

3月

4月

5月

出始め及び終盤

6月

7月

8月

9月

旬 特に美味しい

10 月

11 月

潤沢期

12 月

落花生
さつまいも
さといも
キャベツ
だいこん
すいか
メロン
ブリ類
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Hokuso

北総 エリア

1

佐倉きのこ園

佐倉市

バーベキューで食べられる

しいたけ狩り体験

通年

しいたけ栽培ハウス内で 1 年を通じて、しいたけ狩りを体験。肉厚で大きなしいたけ
は園内のバーベキューガーデンで焼いて食べることができます。

Osusume Spot

2

佐倉草ぶえの丘

3

佐倉市

さつまいも掘り

9月中旬〜11月上旬

秋のさつまいも掘りは大人気。さつまいも掘り以外にもじゃ
がいも掘りや動物とのふれあいなどご家族で楽しめます。

道の駅くりもと

香取市

農業体験や山里体験
山里が織りなす、豊かな大地にある道の駅。稲刈り、さつま
いも掘りなどの体験農業や貸し農園、敷地内にはニジマス釣
りのできる池のある里山公園があります。

？コラム
ちば 知 っとく！

落花生の新品種

「Q なっつ」

国内の落花生の約 8 割を生産している千葉県では、平成 30 年に新し

い落花生「Q なっつ」を発表しました。 これまでのピーナッツを超える味（アルファベッ

トの「P」の次にくる「Q」で「Q（きゅー）なっつ」
）という意味を込めています。

「Q なっつ」ははっきりした甘みがあり食べやすい味で気品がある白いさやが特徴です。
落花生専門店や農産物直売所を中心に例年 10 月中旬頃から販売しています。
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香取市

佐原ベリーファーム〜ミツバチのいる農園〜

☎0478-79-6526/ 九美上 91-24 http://sawaraberryfarm.com
体験 7 月初旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り ８月〜 10 月：落花生収穫

香取市

体験施設＆農林水産物直売所
佐倉市

有限会社佐倉きのこ園

☎043-486-3987/ 太田 2395 番地 https://www.kinokoen.jp/
体験 通年：生しいたけ狩り、バーベキューもできます

佐倉市

佐倉草ぶえの丘 ( 佐倉草ぶえの丘直売所 )

☎043-485-7821/ 飯野 820 番地 http://www.city.sakura.lg.jp/sakura/kusabue/
体験 9 月中旬〜 11 月上旬：さつまいも掘り、5 月下旬〜 6 月中旬：じゃがいも掘り等

香取市

道の駅くりもと 紅小町の郷

☎0478-70-5151/ 沢 1372-1 http://www.benikomachi.jp/
体験 9 月〜 11 月：さつまいも掘り、5 月・9 月：稲作体験 ( 田植え、稲刈り ) 等

ファーム円城寺
宮野梨園
クワタフルーツファーム
成田ゆめ牧場

☎0476-96-1001/ 名木 730
体験 10 月中旬〜 11 月上旬：落花生掘り、9 月中旬〜 11 月中旬：さつまいも掘り等

佐倉市

ピンコロ農園

☎090-6187-8642/ 畔田 526 番地 http://pinkoro-farm.info/
体験 6 月中旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り

八街市

新井梨園

☎043-443-8871/ 八街ろ 56-105
体験 9 月〜 11 月上旬：さつまいも掘り、9 月中旬〜 10 月末：落花生掘り

八街市

フルーツファミリー柳澤園
真行寺ブルーベリー園
繁田楽農園
ジージの信ちゃん農園

☎043-375-8429・090-3597-2048/ 朝日 62
体験 8 月下旬〜 10 月中旬：落花生掘り

八街市

川嶋農園

☎043-444-2104/ 八街ほ 728
体験 9 月中旬〜 10 月下旬：落花生掘り

八街市

石橋農園
やさい工房こやま

美千代デザイン ( 株 )

http://www.kawakami-ichigoen.com

小川梨園
谷嶋いちご園
千葉県立房総のむら

☎0476-95-3333/ 龍角寺 1028
体験 お問合せください：稲作体験、野菜収穫体験、醤油づくり体験 等

香取市

香取ぶどう店

☎0478-59-1888/ 伊地山 458 http://katorigs.com
体験 7 月下旬〜 9 月中旬：ぶどう狩り

香取市

さわらリバー・ファーム

☎0478-52-1515/ 佐原イ 3985-1 http://r-farm.biz/
体験 12 月下旬〜 5 月下旬：いちご狩り

香取市

イイダ苺園

東庄町

磯山観光いちご園

☎0478-86-4312/ 笹川い 4539
体験 いちご狩り 期間は要確認

鈴木いちご園

☎0478-87-1366/ 小南 4150
体験 いちご狩り 期間は要確認

高橋いちご園

東庄町

高橋農園

☎0478-87-1271/ 小座 15
体験 いちご狩り 期間は要確認

東庄町

林いちご園

☎0478-86-1614/ 笹川ろ 1120
体験 いちご狩り 期間は要確認

飯森苺農園
新昇丸
光佑丸
長栄丸

☎0479-22-0567/ 長崎町 10785-79
体験 釣り船 午前 6 時頃出港、漁場まで約 40 分、正午頃帰港（通年）

農林水産物直売所
成田市

成田市産直組合「産直館」

☎0476-28-1147/ 大袋 197-1

成田市

ちばマルシェ空の駅

成田市

みずうみ農園

☎0478-56-1055/ 八筋川 586
体験 8 月初旬〜 11 月中旬：イチジク狩り

とよみ産直組合

☎080-5658-9063/ 十余三 68-2

成田市

ベリーフィールド 川上いちご園

☎090-8742-2791/ 平塚 1873-1 http://www.shiroi.net/˜noyen
体験 4 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り

栄町

東庄町

☎080-5658-9063/ 古込字古込 1-1

幸島貸農園

☎047-492-0807/ 富塚 1142-3 http://ogawa-nashien.com
体験 8 月上旬〜 10 月中旬：梨狩り

白井市

東庄町観光いちご組合

☎0478-86-2315/ 窪野谷 1225
体験 1 月〜 5 月：いちご狩り

9 月中旬〜 10 月下旬：落花生掘り

ピーちゃんクラブ

☎080-5408-1307/ 西白井 3-4-17
体験 1 月〜 5 月：いちご狩り

白井市

東庄町

中込農園

☎0476-46-3919/ 草深 427-2
体験 6 月〜 12 月：ベジブーケ体験

白井市

山崎農園

☎0478-86-6075( 東庄町観光協会 )/ 笹川い 4713-131
体験 1 月〜 5 月：いちご狩り

銚子市

村野ファーム（ほたる）

☎047-459-9121/ 八街に 457
体験 貸農園（農園コーディネータによる技術指導・相談あり）

印西市

多古町

☎0478-75-2683/ 多古 1105-1
体験 3 月下旬〜 5 月：いちご狩り

銚子市

☎043-443-7426/ 朝日 143
体験 落花生の種まきから収穫（通年）各種収穫体験

八街市

ベリーファームテトラ

☎0479-25-4456/ 外川町 1-10861
体験 釣り船 午前 6 時頃出港、漁場まで約 40 分、正午頃帰港（通年）

やさいのきもち

☎043-445-4644/ 沖 946-2
体験 9 月下旬〜 10 月上旬：落花生掘り、10 月下旬〜 11 月中旬：生姜収穫体験

八街市

ストロベリーヴィレッジこうざき

☎080-7206-8128/ 松崎 946-1
体験 12 月〜 5 月：いちご狩り

銚子市

☎043-444-2099/ 沖渡 680-36
体験 7 月上旬〜 9 月上旬：ブルーベリー狩り

八街市

神崎町

☎0479-24-7255/ 長崎町 10768-2
体験 午前 5 時頃出港（季節により変更有り）
、正午頃帰港

☎043-444-0566/ 八街に 63
体験 機械農業（通年）収穫・作付・管理

八街市

いちごの杜 ( 山田みどり菜園 )

☎080-1334-1515/ 松崎 861
体験 12 月〜 5 月：いちご狩り

銚子市

☎043-444-3251/ 八街に 29
体験 各種野菜収穫体験、ピザ作り体験

八街市

ブルーベリー大角

☎0479-33-2345/ 忍町 1622 http://www.ichigogari.jp
体験 1 月中旬〜 5 月上旬：いちご狩り

☎090-3087-3191/ 八街い 89
体験 8 月下旬〜 11 月上旬：落花生掘り

八街市

多田梨園

☎0478-86-4040/ 高部 419
体験 いちご狩り 期間は要確認

☎043-444-1541/ 朝日 642
体験 9 月上旬〜 10 月：落花生掘り、9 月下旬〜 10 月：さつまいも掘り

八街市

香取市

東庄町

☎043-443-0043/ 文違 301
体験 6 月中旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り

八街市

香取市

東庄町

☎043-443-0844/ 八街ほ 215-2
体験 9 月〜 10 月下旬：落花生掘り

八街市

増田農園

☎0478-57-1257/ 大倉 1786
体験 8 月〜９月下旬：梨狩り

神崎町

☎0476-96-1461/ 名古屋 1173
体験 7 月中旬〜 8 月中旬：ブルーベリー、ブラックベリー狩り

成田市

香取市

☎090-3202-4347/ 扇島 1513
体験 8 月中旬〜 10 月中旬：いちじく狩り

香取市

☎0476-73-2434/ 新田 279-2
体験 8 月〜 10 月：梨狩り

成田市

栗源ぶどう組合 ( 平山ぶどう園 )

☎0478-70-8221/ 大角 1730-1 http://www.midorisaien.jp
体験 12 月下旬〜 5 月下旬：いちご狩り

☎0476-26-9442・090-9321-8421/ 下方 1054
体験 7 月中旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り

成田市

香取市

☎0478-75-3663/ 高萩 359 http://xn--p8j9csb463zlvfd8c.com/
体験 7 月下旬〜 10 月上旬：ぶどう狩り

☎0478-79-9711/ 大角 1802-119
体験 7 月中旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り

体験施設
成田市

栗源ぶどう組合 ( 菅谷ぶどう園 )

☎0478-75-2683/ 岩部 1928-3 http://www.ne.jp/asahi/sugaya/budouking/
体験 7 月下旬〜 9 月下旬：ぶどう狩り

印旛沼漁協直営レストラン水産センター

☎0476-26-9906/ 北須賀上外埜 1622-2

成田市

ＪＡ成田市農産物直売所

☎0476-24-8611/ 宝田 912-1

成田市

かざぐるま

☎0476-73-6570/ 伊能 220

成田市

https://www.okagesam.info/

大栄産直センター

☎0476-73-2933/ 松子 322-3

成田市

空の駅 さくら館

☎0476-33-3309/ 駒井野 1353-1 http://www.soranoekisakurakan.com

成田市

直売所 しもふさ

☎0476-29-4023/ 猿山 11-13

成田市

直売ハウス 村時計

☎0476-37-4555/ 松崎 1247

成田市

北須賀直売所 まこも

☎0476-33-3739/ 北須賀 1219
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農林漁家レストラン

農林水産物直売所
佐倉市

JA 千葉みらい農産物直売所 野菜畑 佐倉店

☎043-485-6115/ 寺崎 761 番地

佐倉市

http://www.ja-chibamirai.or.jp/map/cho̲sakura.html

やとみ直売所

白井市

☎043-498-1316/ 岩富町 532 番地

佐倉市

農産物直売所
マルシェ

樫の木

かしま

金子牧場
佐倉のごはん（とんぼ舎さくら直売所）

http://www.ja-narita.or.jp/

すみの野菜直売所

☎043-308-5527/ 八街は 102-6

富里市

http://www.grebe.co.jp/

JA 西印旛農産物直売所 とれたて産直館印西店

☎0476-48-2200/ 西の原 4-3

印西市

http://www.ja-tomisato.or.jp/

農産物直売所グリーブ

☎0476-85-4032/ 山田 1783-8

印西市

http://www.ja-tomisato.or.jp/

ＪＡ富里市産直センター（ひよし館）

☎0476-90-3331/ 七栄 532-305

印西市

http://www.ja-nishiinba.or.jp/chokubai/menu.htm

農産物直売所 やおやさん草深店

☎0476-47-0456/ 草深 1088-2

印西市

農産物直売所 やおやさんアルカサール店

☎0476-47-3388/ 中央北 1-469 アルカサール内

印西市

和田農園

☎0476-98-1769/ 平賀 906-1

白井市

白井市

http://www.wadanouen.com

JA 西印旛農産物直売所 白井店「やおぱぁく」

☎047-498-2007/ 木 278-1

万祝
http://www.choshimaiwai.jp/

香取市

農 THE FARM

☎0478-79-0666/ 西田部 1309-29
体験 収穫体験等

銚子市

JA 富里市産直センター（旬菜館）

☎0476-91-0520/ 七栄 652-225

富里市

いたこ丸

宿泊施設

https://www.facebook.com/sakuranogohan/

JA 成田市酒々井農産物等直売所

https://harukofarm.jimdofree.com/

☎0479-22-7199/ 外川町 1-10875
http://www.catv9.ne.jp/itakomaru/sp/index.html

銚子市

☎043-496-1000/ 酒々井 1677

八街市

春子 farm 古民家カフェわぁい

☎0479-21-6671/ 飯沼町 186

☎043-460-0077/ 生谷 1612-1

酒々井町

東庄町
銚子市

☎043-485-0792/ 山崎 489 番地

佐倉市

https://inba-gyokyou.com/top.html

こみちの駅

☎090-7190-2344/ 東今泉 889

☎043-310-7790/ 角来字飯野向 1758-3
http://www.ja-chibamirai.or.jp/map/cho̲sakura.html

佐倉市

印旛沼漁協水産センター

☎047-492-7111/ 復 1437-12

☎043-463-8877/ 青菅 940-1

佐倉市

成田市

☎0476-26-9906/ 北須賀 1622-2

https://www.thefarm.jp

魚 こめや（透容丸）

☎0479-22-4089/ 外川町 1-10677 http://www7b.biglobe.ne.jp/˜toyomaru/
体験 季節により変わること有り、電話で確認してください

銚子市

魚 武丸

☎0479-22-3352/ 犬若 11310-14 http://www.gyo.ne.jp/take/
体験 【ハナダイ、ヒラメ】釣り船 午前 5 〜 6 時出港、漁場まで約 40 分、
午後 12 時〜 1 時半頃帰港
【ヤリイカ、沖メバル】釣り船 午前 4 時半出港、漁場まで約 1 時間半、
午後 1 時〜 1 時半頃帰港（通年）

銚子市

魚 福田丸

☎0479-22-5741/ 外川町 1-10829 https://fukudamaru.com/
体験 午前 6 時頃出港、漁場まで約 40 分、正午頃帰港（釣りものによる）

銚子市

魚 政勝丸

☎0479-23-0501/ 外川町 3-11048-2 https://marines-net.co.jp/
体験 午前 6 時頃出港、漁場まで約 40 分、正午頃帰港（釣りものによる）

銚子市

魚 孝進丸

☎0479-23-1020/ 犬若 11310-15 https://www.koushinmaru.jp
体験 釣り船 午前 6 時頃出港、漁場まで約 40 分、正午頃帰港（通年）

銚子市

魚 三浦丸

☎0479-22-6212/ 外川町 4-11165 https://miuramaru.com/about.html
体験 釣り船 午前 5 時〜 6 時頃出港、漁場まで約 40 分、正午頃帰港（通年）

http://www.ja-nishiinba.or.jp

施設内にレストラン有り

こみちの駅

農 農業系宿泊施設

魚 漁業系宿泊施設

☎047-492-7111/ 復 1437-12

栄町

ドラムの里

☎0476-80-0011/ 龍角寺 1039-1

栄町

http://yumedoramu.com/

ＪＡ西印旛農産物直売所（とれたて産直館栄店）

☎0476-80-2220/ 請方 368
http://www.ja-nishiinba.or.jp/chokubai/toretatesakae.htm

栄町

ゆめの銘品店 龍の市庭

☎0476-80-0010/ 龍角寺 1039-1

香取市

☎0478-78-5733/ 鳩山 344-4

香取市

道の駅 水の郷さわら

www.hakkounosato.com/

道の駅多古 あじさい館

☎0479-79-3456/ 多古 1069-1

多古町

http://www.michinoeki-tako.com/

たまご屋さん Cocco

☎0479-76-5054/ 喜多 413-44

多古町

http://www.e-sawara.com

http://99-farm.com

元気豚ＪＢミートセンター工場直売所

☎0479-70-6830/ 南中 1698-8

銚子市

ＪＡちばみどり女性部 銚子支部直売所

☎0479-22-6123/ 三軒町 15-1

銚子市

http://wwwchoshiselect.com

http://www.fuwarishibayama.com/

空の駅 風和里しばやま

☎0479-77-2020/ 朝倉 394-15
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http://www.ja-chibamidori.or.jp/

道の駅 風和里しばやま

☎0479-70-8877/ 小池 2568

芝山町

チバザポーク」を掲げ、安全・安心でおいしい豚肉を提
供しています。ぜひご賞味ください。
チバザポーク

https://chibathepork.jp/

このマークが目印

「うまい牛肉 チバザビーフ」

銚子セレクト市場

☎0479-26-3123/ 双葉町 3-6

芝山町

持たせた「銘柄豚肉」が多数あることから「旨さが多彩

http://www.wosse21.net

みどりの大地

☎0479-26-3214/ 三崎町 2-2660-1

銚子市

全国でも屈指の豚肉生産量を誇る千葉県。旨さに特徴を

伊右衛門マルシェ

☎0479-25-8878/ 本城町 4-405

銚子市

「旨さが多彩 チバザポーク」

ウオッセ 21

☎0479-25-4500/ 川口町 2-6529-34

銚子市

このマークが目印

道の駅 発酵の里こうざき

☎0478-70-1711/ 松崎 855

多古町

千葉のポーク＆ビーフ

https://foodmura.com/

☎0478-50-1183/ 佐原イ 3981-2

神崎町

http://yumedoramu.com/

風土村

？コラム
ちば 知 っとく！

http://blog.goo.ne.jp/fuwari2020

黒毛和牛、交雑牛、乳用牛をバランスよく生産する千葉
県。
「千葉県産」牛肉を知ってもらい、食べてもらおうと、
「うまい牛肉 チバザビーフ」を掲げ、おいしい牛肉を
消費者の皆様に提供しています。ぜひご賞味ください。
チバザビーフ

http://chibathebeef.jp/

九十九里浜は砂浜が延々と続く日本有数の渚。サーフィンや

Kujukuri

海水浴など一年を通してさまざまな海遊びが楽しめます。
美味しい地魚を味わったり、いちご狩りやぶどう狩りなど
四季折々楽しめるエリアです。

九十九里エリア

東金ぶどう郷

1
2

九十九里ハーブガーデン

3

白子町玉ねぎ出荷組合

北総エリア
東葛飾エリア

ベイエリア

九十九里
エリア

かずさ・臨海
エリア

南房総
エリア

カレンダー
出始め及び終盤
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

旬 特に美味しい
10 月

11 月

潤沢期
12 月

とうもろこし
たまねぎ
トマト
たけのこ
いちご
ぶどう
カタクチイワシ
ヒラメ
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Kujukuri

九十九里

1

エリア

東金ぶどう郷

東金市

ご家族、グループで楽しめる楽しめる

ぶどう狩り体験
8 月上旬〜9 月下旬

東金市松之郷にあるぶどう郷は、9 軒の

Osusume Spot

ぶどう狩りができる、県内最大級の農園
の集まりです。いろいろな種類のぶどう
狩りが体験できます。

3

白子町玉ねぎ出荷組合

たまねぎ狩り体験

2

九十九里ハーブガーデン

白子町

5月

白子町産のたまねぎは、みずみずしくて辛みが少なく、
甘みがあり美味しいと評判！

九十九里町

ハンドクリーム、リップクリーム作り

ハーブを使ったハンドクリーム、リップクリーム作りが体験でき
ます。手づくりカントリーケーキも人気です。

施設内にレストラン有り
東金市

房総炭工房たけさと

東金市

東金田んぼの学校

東金市

東金ぶどう郷

東金市

東金観光苺組合

東金市

猪野いちご園

東金市

加藤いちご園

宿泊（キャンプ）可

☎0475-53-1815/ 小沼田 128
体験 通年：炭焼き体験

体験施設＆農林水産物直売所
匝瑳市

ふれあいパーク八日市場

☎0479-70-5080/ 飯塚 299-2 https://www.city.sosa.jp/page/page001363.html
体験 お問合せください：たけのこ掘り、その他体験等を定期的に実施

体験施設
旭市

向後いちご園

☎0479-57-6568/ 行内 1095-1
体験 1 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り

旭市

江波戸いちご園

☎0479-63-2549/ イ 76
体験 1 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り

旭市

滑川いちご園

☎0479-63-7296/ イ 1646-1
体験 1 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り

☎0475-55-1385( 東金ぶどう組合 )/ 松之郷 3629 他
体験 8 月上旬〜 9 月下旬：ぶどう狩り
☎0475-53-3870( 道の駅みのりの郷東金いちご狩り予約専用ダイヤル )/ 田間 1300-3 他
体験 12 月中旬〜 5 月中旬：いちご狩り
☎0475-52-4737/ 田中 206
体験 1 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り
☎0475-55-8157/ 台方 836-1
体験 1 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り

九十九里町

さくだファミリー農園

九十九里町

さいとうさん家のいちご

九十九里町

( 株 ) 九十九里ハーブガーデン

九十九里町

藤代いちご園

☎0475-76-5285、080-5463-1187/ 作田 3702
体験 1 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り

旭市

石毛いちご園

☎0475-76-2998、090-4965-8492
九十九里町作田 5323-1 ※カーナビ検索は、作田 5317
体験 1 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り

旭市

川口いちご園

☎0475-76-6581/ 片貝 4477 https://www.herb-cool.com
体験 通年：ハンドクリーム、リップクリーム作りなど

山武市

有野実苑オートキャンプ場

☎0475-76-2531、0475-76-4809/ 小関 2347-60
体験 1 月上旬〜 5 月初旬：いちご狩り

匝瑳市

みやもと山

☎0479-85-7368/ 松尾町木刀 304
体験 通年：農業体験 ( 稲作、野菜収穫 )、加工体験 ( 太巻き寿司、味噌づくり体験 ) 等

☎0479-68-2512/ 米込 238-1
体験 1 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り
☎0479-62-5741/ 鎌数 8695
体験 12 月下旬〜 5 月中旬：いちご狩り

☎0475-89-1719/ 板中新田 224 https://arinomi.co.jp/
体験 通年：旬野菜収穫体験 ( にんじん、大根、ブルーベリー、さといも等 )
☎0479-73-3741/ 宮本 74
体験 7 月〜 2 月：大豆収穫体験 ( オーナー制 )、お問合せください
：稲刈り体験、種まきから味噌づくりまでの作業体験、田んぼイベント ( 田植えから稲刈り
までの作業体験 )

匝瑳市

東総大豆トラスト畑

☎0479-73-1363/ 春海 2886
体験 7 月〜 12 月 : 大豆収穫体験 ( オーナー制 )
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☎0475-50-1137( 東金市農政課 )/ 松之郷
体験 4 月〜 10 月：稲作体験

山武市

よもぎかん

山武市

仁田農苺園

山武市

ソムリエファーム

☎0475-86-3466/ 蓮沼ニの 3664
体験 12 月中旬〜 5 月：いちご狩り

☎090-6102-5053、080-9394-7053/ 小松 4036
体験 通年：野菜収穫体験、ピザ作り体験

仲乃家園

山武市

九十九里町

☎0475-89-0668/ 横田 1024
体験 10 月下旬〜 12 月上旬：かき狩り

加藤ブルーベリー園

山武市

☎0475-89-0524/ 埴谷 2325
体験 7 月下旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り

空と風のブルーベリー園

山武市

☎0479-86-3119/ 松尾町古和 923
体験 7 月中旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り

山武市成東観光苺組合

山武市

☎0475-82-2071( わが街案内処 )/ 津辺 361-13
体験 12 月中旬〜 5 月中旬：いちご狩り

木村果樹園

山武市

☎0479-86-2951/ 松尾町山室 456-1
体験 10 月下旬〜 12 月中旬 : みかん狩り 等

山田農園

睦沢町

☎090-4025-0757/ 北山田１２１−１
体験 7 月 15 日〜 8 月 25 日：ブルーベリー狩り

白子町玉葱出荷組合

白子町

☎0475-33-2141(ＪＡ長生白子支所 )/ 関 867
体験 5 月：たまねぎ狩り

ともや丸

白子町

Ｍａｍａ ｓ Ｂｅｒｒｙ
ヒルトップブルーベリー園

☎090-7720-9935/ 山之郷 482-138
体験 6 月中旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り
☎0475-35-2490( 蒔田 )、0475-35-3735( 岡本 )
体験 11 月中旬〜 4 月下旬：ネギ収穫体験

栗農園

長柄町

☎0475-35-4741( 道の駅ながら )
体験 4 月上旬〜 5 月中旬：たけのこ掘り

イチジク生産組合

☎0475-35-5720
体験 8 月下旬〜 10 月：いちじく狩り
☎0475-35-4650
体験 通年：薔薇の苗作り、切り取り、ブーケ作り

水上第１水稲営農組合

長柄町

☎0475-35-4650
体験 4 月下旬〜 5 月上旬：田植え、8 月中旬〜 9 月中旬：稲刈り

水上第２水稲営農組合

長柄町

☎0475-35-2079
体験 4 月下旬〜 5 月上旬：田植え、8 月中旬〜 9 月中旬：稲刈り

日吉第１水稲営農組合

長柄町

☎0475-35-2537
体験 4 月下旬〜 5 月上旬：田植え、8 月中旬〜 9 月中旬：稲刈り
☎090-3451-6018/ 一宮 9177-7
体験 12 月中旬〜 5 月中旬：いちご狩り

一宮町観光いちご組合

一宮町

http://www.oraihasunuma.com

ＪＡ山武郡市農産物直売店「山武緑の風」山武店

山武市

☎0475-80-9180/ 埴谷 1877-1

http://www.ja-sambugunshi.or.jp/

ＪＡ山武郡市農産物直売店「山武緑の風」成東店

山武市

☎0475-82-3214/ 和田 375-2 ＪＡ山武郡市本所

http://www.ja-sambugunshi.or.jp/

農産物直売所なのはな

横芝光町

☎0479-84-3334/ 上原 368-2

www.boso.or.jp

ひかり特産品直売所

横芝光町

☎0479-85-1373/ 芝崎 2357-2

http://chokubaijo.yokoshibahikari.jp

清水の里
旬の里ねぎぼうず

茂原市

☎0475-34-4800/ 法目 920

http://negibouzu.com/

真名農産物直売所

茂原市

☎0475-24-5133/ 真名 2251

農産物直売所なのはな茂原店

茂原市

JA 長生農産物直売所ながいき市場

茂原市

☎0475-44-6800/ 六ツ野 3981-1

やすらぎ直売所
むつざわスマートウェルネスタウン・道の駅・つどいの郷

睦沢町

☎0475-36-7400/ 森 2-1
※レストラン、温浴施設有り

https://mutsuzawa-swt.jp/

あまがだい農産物直売所

長生村

長生村農産物直売所「コメール」

長生村
七井土 1868-6

旬の里

長生村

かねだ

☎0475-30-1147/ 金田 3026-1

( 農）長生産直 げんきの里 ひまわり

白子町

☎0475-33-1002/ 北高根 3633

http://www.chousei-sanchoku.com/

道の駅ながら

長柄町

☎0475-35-4741/ 六地蔵 138-1

清水の里 熊野直売組合

長 南町

☎0475-46-1793/ 佐坪 2391-1

近藤いちご園

一宮町

☎0475-80-5020/ 蓮沼ハの 4826

☎0475-32-5237/ 本郷 5366-1

神崎薔薇園

長柄町

http://uminoeki99.com

道の駅オライはすぬま 農産物直売所

山武市

☎0475-44-2286/ 寺崎 1648-2

たけのこ農園

長柄町

☎0475-76-1734/ 小関 2347-98

睦沢町

☎0475-35-4741( 道の駅ながら )
体験 8 月下旬〜 10 月上旬：栗拾い

長柄町

http://www.sunrise99.jp

海の駅九十九里

☎0475-47-4156/ 押日 500-1

ネギ生産組合

長柄町

☎0475-76-4151/ 真亀 4908

九十九里町

https://jf99.jp/shops

サンライズ九十九里

☎0479-82-6848/ 北清水 341

☎080-1122-1150/ 上野 168
体験 1 月中旬〜 5 月中旬：いちご狩り

長柄町

九十九里町

横芝光町

☎0475-33-3312/ 中里 4563-15
体験 7 月〜 9 月：地引網漁

長柄町

九十九里漁協直売所 おさかな新鮮大使

☎0475-76-6207/ 小関 2347-36

四季の里直売所

長 南町

☎0475-46-3150/ 長南 1281-1

お惣菜・農産物直売所 ふる郷

長 南町

☎0475-40-0015/ 東浪見 8515-2
体験 1 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り

☎0475-47-2105/ 坂本 2988-4

一宮駅前観光物産直売所

一宮町

☎0475-42-6399/ 一宮 2738-1

農林水産物直売所
旭市

農産物直売所あんしん村

☎0479-60-1338/ 井戸野 3642-1

旭市

http://shina-farm.com/anshinmura.html

旭市農産物直売所よっぺえ

☎0479-60-6811/ 関戸下地 3 番割 830

旭市

道の駅季楽里あさひ

☎0479-62-0888/ イの 5238

旭市

http://www.kirari-asahi.com/

農家の家 せんのや

☎0479-85-8311/ 川口 3390-1

匝瑳市

そうさ観光物産センター 匝りの里

ＪＡ長生農産物直売所

一宮町

☎0475-40-1077/ 新地 57-1

http://ja-chosei.or.jp/market/index.html

とらみ味の里直売所

一宮町

☎0475-42-2443/ 東浪見 4829

一宮観光いちご組合直売所

一宮町

☎0475-40-0015/ 東浪見 8515-2

http://kankouichigo.com/ichinomiya/index.html

身土不ニの里

一宮町

☎0475-42-3665/ 一宮 9117

農産物直売所なのはな東浪見店

一宮町

☎0475-47-3600/ 東浪見 1616-4

☎0479-85-5015/ 八日市場イ 137-1

東金市

JA 山武郡市農産物直売店「山武緑の風」東金店

☎0475-54-7388/ 東金 795 山武郡市農業協同組合東金支所 http://www.ja-sambugunshi.or.jp/

東金市
東金市

フレッシュ市場つくしんぼ

☎0475-55-3820/ 北之幸谷 1074

東金市

道の駅 みのりの郷東金

☎0475-53-3615/ 田間 1300-3

大 網 白 里市

http://minorinosato-togane.com/

白里野菜直売所

☎0475-77-3400/（直売所）細草 952-1

大 網 白 里市

ＪＡ山武郡市農産物直売店「山武緑の風」大網店

☎0475-70-0701/ 富田 23-2

大 網 白 里市

http://www.ja-sambugunshi.or.jp/

いなほ農産物直売所

☎0475-71-1147/ 季美の森南 3-2-2

九 十 九 里町

農林漁家レストラン

農産物直売所 しいの木

☎0475-54-0143/ 松之郷 2928

グリーンハウス九十九里

☎0475-76-6151/ 不動堂 200-1

匝瑳市

郷土料理レストラン「里の香」

☎0479-70-5080/ 飯塚 299-2
http://www.city.sosa.lg.jp/index.cfm/11,0,94,158,html

匝瑳市

ザ プラウマンカフェ（The Ploughman Café）

☎0479-75-4618/ 小高 599

東金市

https://www.hiveandbarrow.com/

ポラーノ広場

☎0475-55-9703/ 極楽寺 802

山武市

http://polano.favy.jp/

Ta cachette( タ・カシェット）

☎080-9394-7053/ 小松 4036
https://watanabeyasai.jimdofree.com/ta-cachette

九十九里町

はまぐりキッチン

☎0475-76-6171/ 小関 2347-36

茂原市

https://jf99.jp/shops/#hamaguri

農家食堂「くりくり山房」

☎090-7425-1433/ 萱場 1753
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Minamiboso
平沢たけのこ村

南房総エリア
気候が温暖で四季を問わず美しい花々が見られます。
内陸部は里山の風景も見られ、びわ・いちじく・み
かんなど新鮮な果実の摘み採りも体験できます。

3
道の駅 とみうら 枇杷倶楽部

1
2

千倉オレンジセンター

北総エリア
東葛飾エリア

ベイエリア
九十九里エリア

かずさ・臨海
エリア

南房総エリア

カレンダー
1月

なばな
そらまめ
たけのこ
びわ
みかん
ストック
サバ類
アワビ類
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2月

3月

4月

5月

出始め及び終盤

6月

7月

8月

旬 特に美味しい

9月

10 月

潤沢期

11 月

禁漁

12 月

Minamiboso

1

道の駅 とみうら 枇杷倶楽部

南房総 エリア

南房総市

南房総の特産品

びわ狩り体験

5 月〜6 月

びわ・いちご狩りやフルーツ狩りが体験できる道の駅です。
千葉県初の道の駅として誕生し、2000 年には全国道の駅グラ

Osusume Spot

ンプリで最優秀賞を受賞。びわを使ったスイーツが人気です。

3
2

千倉オレンジセンター

柑橘狩り体験

平沢たけのこ村
南房総市

通年

大多喜町

タケノコ掘り体験
4 月上旬〜5 月中旬

太平洋と千倉の町並みを一望できる小高い里山で柑橘狩りを体験！

タケノコ狩り体験とたけのこ料理の数々を味わうことがで

みかんをはじめ、レモン・ゆず・甘夏など旬の柑橘が通年楽しめます。

きます。こまめな手入れを欠かさない平沢たけのこ村のタ
ケノコは、アクが少ない上品な品質で知られています。

？コラム
ちば 知 っとく！

このマークが目印

太陽の味ちばの海

千葉ブランド水産物

千葉県は、四季を通じて豊富な水産物が水揚げされる、全国でも有数の水産県。県では、おいしい
「千葉のさかな」を知っていただくため、全国に誇りうる優れたものを「千葉ブラウンド水産物」と
して認定しています。厳正な審査を経て認定された29 品目は生鮮水産物から水産加工品までいずれ
も逸品ぞろい！ Web ページ「千葉のさかな倶楽部」では、認定品の紹介のほか、千葉県の水産物
の情報が盛りだくさん！ぜひご覧ください。
千葉さかな倶楽部

https://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/sakana/
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鴨川市

特定非営利活動法人大山千枚田保存会
( 鴨川市地域資源総合管理施設「棚田倶楽部」)

☎04-7099-9050/ 平塚 540
体験 4 月〜 10 月：稲作体験 ( 鴨川市棚田オーナー制度 )、
通年：農産加工体験 ( 餅つき、まつり寿司作り） 等

体験施設＆農林水産物直売所
い す み市

夷隅町農産物直売所組合「味まんてんの園」

☎0470-86-3742/ 能実 39-1
体験 10 月中旬：枝豆収穫体験

館山市

http://www.isumi.jp/ajimanten/

南房総なのはな村

☎0470-36-4017/ 広瀬 1444
体験 11 月：さつまいも掘り、11 月〜 3 月：菜花 ( つま菜 ) 摘み

館山市

百笑園

☎0470-28-3200/ 藤原 837
体験 6 月上旬〜 7 月中旬：とうもろこし狩り、
1 月〜 3 月上旬：レタス収穫体験 等

鴨川市

鴨川市総合交流ターミナル「里のＭＵＪＩ みんなみの里」

☎04-7099-8055/ 宮山 1696
https://www.muji.com/jp/ja/shop/detail/046602
体験 5 月上旬・9月上旬：稲作体験 ( 田植え、稲刈り )、10 月下旬〜 12 月上旬：温州みかん狩り 等
※レストラン「Café & Meal MUJI みんなみの里」有り

鴨川市

道の駅「鴨川オーシャンパーク」

☎04-7096-1911/ 江見太夫崎 22 http://www.kamogawaocean-park.com/
体験 1 月〜 4 月下旬：花摘み ( ストック・キンセンカ 等 )
※レストラン有り

南 房 総市

道の駅富楽里とみやま

☎0470-57-2601/ 二部 2211 http://furari.awa.or.jp/
体験 1 月：食用菜花摘み、通年 : そば打ち体験 等
※レストラン有り

南 房 総市

道の駅おおつの里 花倶楽部

☎0470-33-4616/ 富浦町大津 320 http://www.hana-kurabu.jp/
体験 通年：花摘みとハウス見学、びわの葉染め 等

南 房 総市

道の駅とみうら 枇杷倶楽部

☎0470-33-4611/ 富浦町青木 123-1 http://www.biwakurabu.jp/
体験 5 月〜 6 月：びわ狩り、1 月〜 5 月初旬：いちご狩り 等
※レストラン有り

南 房 総市

道の駅三芳村鄙の里 ( 農産物直売所「土のめぐみ館」)

☎【体 験】0470-36-4116/ 川田 82-2
☎【直売所】0470-36-3209/ 川田 84-1
http://www.megumikan.com
体験 10 月下旬〜 12 月下旬：みかん狩り、1 月〜 4 月：食用菜花摘み 等
※農村レストラン「カントリーマム」有り

鴨川市

鴨川市中山間地域等活性化協議会
( 鴨川市地域資源総合管理施設「棚田倶楽部」)

☎04-7099-9050/ 平塚 540
体験 通年：稲作体験 ( 鴨川市棚田オーナー制度市内 4 集落 )

鴨川市

穆の工房

☎04-7098-0024/ 大幡 242
体験 通年：草木染め体験

鴨川市

花味結

☎04-7099-8073/ 細野 392
体験 通年：太巻き祭り寿司作り、棚田だんご作り体験 等

鴨川市

カスヤファーム

☎04-7097-0189/ 横尾 109
体験 4 月〜 11 月：酪農体験

鴨川市

内浦山県民の森

☎04-7095-2821/ 内浦 3228
体験 通年：草木染め、化粧炭作り、手打ちうどん作り 等

鴨川市

繭灯り夢工房

☎04-7092-1882/ 貝渚 840-4
体験 通年：シルクのランプシェード作り

鴨川市

引土町青年会

☎04-7094-1609/ 天津 67 二タ間海岸
体験 6 月〜 11 月の土曜日：地引網漁

南房総市

農園民宿やまげん

☎0470-57-2111/ 久枝 563
体験 5 月下旬〜 6 月中旬：びわ狩り、通年：アジの干物作り 等

南房総市

網元の宿 甚五郎

☎0470-57-2128/ 久枝 582
体験 通年：地引網漁とバーベキュー

南房総市

岩井民宿組合

☎0470-57-2088/ 市部 146
体験 通年：地引網漁、干物作り、旬野菜収穫体験 等

南房総市

( 有 ) みねおかいきいき館

☎0470-46-8611/ 大井 681-2
体験 通年：酪農体験 ( えさやり、哺乳、乳搾り )、農産加工体験 ( アイスクリーム、豆腐、そば、
太巻き寿司作り ) 等

南房総市

千倉オレンジセンター

☎0470-44-0780( 野宮 )/ 千倉町久保 1494
体験 通年：柑橘狩り ( みかん、レモン、ゆず、甘夏、ハッサク、清美オレンジ )、
4 月〜 6 月：野ぶき採り 等

体験施設
勝浦市

高旨農園

☎0470-77-0654/ 市野川 705
体験 通年：しいたけ狩り、11 月：キウイフルーツ狩り

勝浦市

カッピービジターセンター（（一社）勝浦市観光協会）

☎0470-73-2500/ 墨名 815-56 www.katsuura.sanpo.com
体験 ４月：たけのこ狩り、１１月：キウイフルーツ狩り

大 多 喜町

大多喜ハーブガーデン

☎0470-82-5331/ 小土呂 2423
体験 通年：ハーブ摘み

大 多 喜町

高梨農園

☎0470-82-2155/ 石神 261
体験 1 月〜 5 月上旬：いちご狩り

大 多 喜町

ファームイン市原 ( 市原一成たけのこ園 )

☎0470-83-0363/ 田代 795-1
体験 4 月上旬〜 5 月中旬：たけのこ掘り

大 多 喜町

せせらぎの滝山口桂司農園

☎0470-84-0156/ 平沢 139
体験 4 月〜 5 月上旬：たけのこ掘り、11 月〜 12 月上旬：キウイフルーツ狩り 等

大 多 喜町

平沢たけのこ村

☎0470-84-0544、0470-84-0424/ 平沢 986
体験 4 月上旬〜 5 月中旬：たけのこ掘り

大 多 喜町

もみの郷会所 樅の木庵

☎( 平日 )0470-85-0224 ( 休日 )0470-85-0255/ 会所 154
体験 毎週日曜日：そば打ち体験

大 多 喜町

君塚きのこ園

南房総市

安田農園

☎0470-44-0820/ 千倉町瀬戸 27
体験 通年：メロン狩り

南房総市

たのくろ里の村

☎090-5307-1830( 代表 川原 )/ 千倉町川戸 857-1
体験 8 月：わら細工体験、6 月・10 月：古代米作り ( 田植え、稲刈り ) 等

南房総市

花の里フローラルビレッジ名倉

☎0470-38-4618/ 白浜町白浜 5818-1
体験 11 月〜 5 月末：四季の花摘み、4 月中旬〜 5 月中旬：そら豆収穫体験 等

南房総市

村のしろうと百姓塾

☎0470-36-3924/ 上滝田 1681
体験 4 月：たけのこ掘り、9 月：栗拾い 等

南房総市

田村農園

☎0470-36-2384/ 千代 346
体験 4 月下旬〜 5 月下旬：そら豆収穫体験

南房総市

ＪＡ安房いちご部会丸山支部

☎0470-46-4111/ 岩糸 2601-1
体験 1 月上旬〜 5 月下旬 : いちご狩り

南房総市

岩井富浦漁業協同組合「おさかな工房」

☎0470-50-3520/ 高崎 1618( 小浦漁港内 )
体験 通年：干物加工体験

南房総市

岩井富浦漁業協同組合

☎0470-33-2511/ 富浦町多田良 1254
体験 通年：地引網漁、アジすくい、漁港見学 等

鋸南町

ファミリーファーム保田

☎0470-55-1809/ 保田 3039-1
体験 1 月〜 5 月：いちご狩り

☎0470-62-6761/ 紙敷 1283-1
体験 きくらげ狩り：6 月上旬〜 10 月下旬

い す み市

楽働会

農林水産物直売所

☎0470-87-2660/ 岬町桑田 2480
体験 通年：郷土料理、太巻き寿司作り 等

い す み市

五平山農園

☎0470-66-0479/ 山田 4986
体験 通年：本格炭焼き体験、8 月〜 10 月：いちじく狩り 等

館山市

館山パイオニアファーム

☎0470-29-7209/ 正木 441
体験 8 月中旬〜 11 月上旬：いちじく狩り

館山市

須藤牧場

☎0470-22-9732/ 安東 337
体験 通年：バター作り体験、羊毛クラフト作り

館山市

ＪＡ安房館野支店内 館山いちご狩りセンター

☎0470-22-3466/ 山本 257-3
体験 1 月上旬〜 5 月上旬：いちご狩り

館山市

とよふさいちご園

☎0470-22-4717/ 大戸 16
体験 1 月上旬〜 5 月上旬：いちご狩り

館山市

館山ファミリーパーク

☎0470-28-1110/ 布沼 1210
体験 通年：ネイチャークラフト ( ハーブリース作り、フラワーアレンジ ) 等

館山市

観光定置網やまと丸漁業

☎0470-29-0025/ 坂田 344
体験 3 月〜 11 月：観光定置網漁体験

鴨川市

鴨川自然王国

☎04-7099-9011/ 平塚乙 2-732-2
体験 通年：稲作体験、畑作業
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勝浦市

新勝浦市漁協「海中公園直売所」

☎0470-76-2610/ 吉尾 174

勝浦市

新勝浦市漁協「勝浦駅前直売所」

☎0470-73-3225/ 墨名 256-2

勝浦市

味彩館

☎0470-73-6222/ 串浜 1833-1

勝浦市

はな咲き

☎0470-77-1336/ 杉戸 970-5

大多喜町

道の駅 たけゆらの里おおたき

☎0470-82-5566/ 石神 855 番地
※レストラン「たけゆら食堂」有り

大多喜町

http://www.takeyura.net/

養老渓谷やまびこ

☎0470-62-5497/ 小田代 148 番地 24

いすみ市

いさばや

☎0470-64-0131/ 大原 11574

いすみ市

http://www.isumi-isabaya.co.jp

ごじゃ箱 大原店

☎0470-63-1231/ 大原 9930-1

いすみ市

ＪＡ大原農産物直売所 グリーンスパいすみ

☎0470-60-9820/ 若山 411

いすみ市

農産物直売所なのはな

南房総市

農産物直売所なのはな

浪花店

南房総市

つくしんぼう

南房総市

ごじゃ箱 岬店

鋸南町

ふれあい市場

鋸南町

☎0470-63-1360/ 大原 7638

いすみ市

大多喜町

安房農業協同組合 ＪＡグリーン 館山店
http://www.ja-awa.or.jp/jagreen/JA̲green.html

http://www.nakazato.or.jp/fureaishop.html

せせらぎ

☎0470-22-5257（090-1110-5511）/ 畑 867-2

館山市

http://w01.tp1.jp/˜a482251281/

海のマルシェたてやま（ 渚の駅

☎0470-28-4926/ 館山 1564-1

鴨川市

たてやま内）

http://www.rokuya-resort.com

活き活き小湊ウオポート
ＪＡグリーン鴨川店
安房の国

http://taberukai.jp/miyoshi/

http://www.shiokaze-oukoku.jp

たんくろ市場
市ＨＰ（いいとこどり）に掲載

はなまる市場
やまゆう農産物直売所

☎0470-38-5519/ 白浜町滝口 9240

鋸南町

http://wa-o.awa.jp

道の駅白浜野島崎 Ｆarmers concierge
http://www.mboso-etoko.jp

道の駅保田小学校 里山市場「きょなん楽市」

☎0470-29-5530/ 保田 724

魚 喜多山旅館

魚 釣船・民宿

安田丸

http://www17.plala.or.jp/yasudamaru/

農 五郎兵エ（ごろべえ）

☎04-7098-0758/ 釜沼 51 http://noukaminpaku.web.fc2.com/
体験 ・採りたて野菜等の加工体験、・ヒラタケ・椎茸の栽培体験、・山菜採り体験など

農 清水（しみず）

農 御山王（おさんのう）

鴨川市

http://hotasho.jp/

農 平山（ひらやま）

☎04-7098-0679/ 奈良林 737 http://noukaminpaku.web.fc2.com/
・野菜・果樹の収穫及び加工体験、・郷土料理づくり体験、・お飾りづくり体験など
体験 ・稲作体験、

鴨川市

農 太右ヱ門（たえんどん）

☎04-7098-0709/ 佐野 332
・郷土料理づくり体験など
体験 ・野菜づくり（収穫）体験、

鴨川市

道の駅 和田浦ＷＡ・Ｏ！

☎0470-47-3100/ 和田町仁我浦 243

南房総市

魚 源平丸旅館

☎0470-28-0153/ 相浜 280-2
体験 釣り

鴨川市

☎0470-47-3397/ 和田町海発 206

南房総市

http://www.hosakamaru.jp/

☎04-7098-0717/ 佐野 376 http://noukaminpaku.web.fc2.com/
体験 ・みかん狩り体験、・山菜採り体験、・野菜づくり（収穫）体験など

☎0470-28-4030/ 白子 1501（道の駅ローズマリー公園内）
http://www.hanamaruichiba.com/

南房総市

魚 民宿 ほさか

☎04-7098-0457/ 平塚 652-1 http://noukaminpaku.web.fc2.com/
体験 ・太巻き祭り寿司づくり体験、・わら細工体験、・豆腐づくり体験など

やさい村生産組合

☎0470-46-4715（土・日曜日のみ対応）/ 小戸 385

南房総市

館山市

鴨川市

農事組合法人 畑の八百屋さん

☎0470-46-4650/ 丸本郷 1125-3

南房総市

農 ペンションスズキアグリ

☎0470-29-0988/ 伊戸 1164-1
体験 釣り

鴨川市

道の駅ちくら 潮風王国

☎0470-44-3033/ 千倉町宇田 24-2

南房総市

館山市

館山市

三芳村生産グループ

☎0470-43-1811/ 千倉町千田 1051

南房総市

農 コテージ山田

☎0470-22-6959/ 山本 1038 http://www.awa.or.jp/home/a-suzuki/
体験 3 月〜 10 月：夏野菜の種まきから収穫 ( とうもろこし、スイカ、オクラ、トマト、ナス、
落花生等 ) 等

館山市

☎0470-36-2274/ 山名 1251-1

南房総市

いすみ市

☎0470-29-0805/ 洲崎 1378
体験 釣り船（通年）

☎0470-20-4675/ 富浦町深名 595-1

南房総市

農 ファームイン市原

☎0470-29-0629/ 洲崎 1224
体験 釣り

☎04-7093-3406/ 八色 557-1

南房総市

http://www.banya-grp.jp/

☎0470-83-0363/ 田代 795-1
体験 竹の子狩（4 月〜 5 月上旬）

館山市

☎04-7095-2891/ 小湊 182-15

鴨川市

食事処ばんや

☎0470-66-0479/ 山田 4986 http://www5.ocn.ne.jp/˜syaki/
体験 ①竹の子狩り、②本格炭焼き、③ホタル観賞、④ブルーベリー摘み取り、⑤いちじく摘み取り

ふれあいショップ平砂浦

☎0470-28-3111/ 大神宮 152-1

館山市

なぶら

宿泊施設

とれたて市場 健人館

☎0470-30-9211/ 安布里 448-1

館山市

鋸南町勝山漁協直営お食事処

ねぎぼうず

☎0470-20-5227/ 那古 559

館山市

https://www.tairyou.com/amina.html

http://keiranbokujo.com

☎0470-80-3883/ 日在 2425-15

館山市

網納屋

☎0470-55-4844/ 吉浜 99-5
体験 定置網漁見学（要予約）
※入浴、宿泊施設有り

いすみポッポの丘

☎0470-62-6751/ 作田 1298

いすみ市

おさかな倶楽部

☎0470-55-1598/ 勝山 234

☎0470-87-8580/ 岬町井沢 1896-1

いすみ市

浜の台所

http://w01.tp1.jp/˜sr10381052/index.html

☎0470-50-3571/ 二部 1900

☎0470-86-4113/ 島 708-1

いすみ市

百姓屋敷「じろえむ」

☎0470-33-2512/ 富浦町多田良 1254
https://www.tairyou.com/chokuso.htm

☎0470-63-9853/ 小沢 3054-1

いすみ市

古民家レストラン「ごんべい」

☎0470-36-3872/ 山名 2011

☎0470-64-0502/ 日在 1181

いすみ市

鴨川市

☎04-7099-9052/ 平塚 540 番地先

http://www.jaisumi.or.jp

農 丸畑（まるばたけ）

☎04-7098-0324/ 平塚 1416-2
・郷土料理づくり体験など
体験 ・野菜づくり（収穫）体験、

鴨川市

農 穆の里（ぼくのさと）

☎04-7098-0024/ 大幡 242 http://bokunosato.com/
・採りたて野菜等の加工体験、・草木染め体験など
体験 ・野菜づくり（収穫）体験、

南房総市

魚 民宿せと川

☎0470-44-1800/ 千倉町瀬戸 3179
http://kazoku-jikan.mboso-etoko.jp/yado/?uid=2740
・干物作り体験、・郷土料理作り体験
体験 ・自家製味噌作り体験、

施設内にレストラン有り

農林漁家レストラン
御宿町

https://www.ko-7.jp//

愚為庵

☎0470-68-5927/ 上布施 2194

大多喜町

直売所有り

魚 漁業系宿泊施設

手打ちそば「幸七」

☎0470-68-5220/ 上布施 1885

御宿町

農 農業系宿泊施設

http://www.caichi.nu/guian/guian.htm

もみの郷会所 樅の木庵

☎平日：0470-85-0224 土日祝日：0470-85-0255/ 会所 154

館山市

館山漁業協同組合 浜のいそっぴ

☎0470-28-3035/ 相浜 249

館山市

漁港食堂だいぼ

☎0470-29-1211/ 伊戸 963-1

http://hanashibuki.com/daibo/
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Kazusa
Rinkai

東京湾アクアラインを利用すれば都心からも簡単アクセス！内房では
潮干狩場やすだて漁体験、内陸部ではいちご・ブルーベリー・みかん
狩りやたけのこ掘りなど、日帰りでたっぷり自然と触れ合えるエリア。

かずさ・臨海エリア

農業公園 ぽんぽこ村

1

大森バラ園芸

3
2

マザー牧場

北総エリア
東葛飾
ベイエリア

かずさ・臨海
エリア

九十九里エリア

南房総
エリア

カレンダー
出始め及び終盤

1月

さやいんげん
レタス
日本なし
いちじく
ブルーベリー
カラー
のり類（養殖）
アサリ類
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2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

旬 特に美味しい

10 月

11 月

潤沢期

12 月

Kazusa/Rinkai

1

農業公園 ぽんぽこ村

かずさ・臨海

木更津市

エリア

年間 70 種類以上の野菜・果物を栽培

旬野菜収穫体験

通年

春はジャガイモ・トウモロコシ、夏はブルーベリー・ミニトマト、
秋はさつまいも・枝豆と 1 年を通して旬の野菜や果物の収穫体験

Osusume Spot

が楽しめる観光農園です。

2

マザー牧場フルーツ農園

富津市

フルーツトマト狩り体験
12 月上旬〜5 月下旬

広大な敷地で自然・動物と触れ合える牧場として知られています

が、フルーツ農園ではいち・フルーツトマト狩りも行っています。

3

大森バラ園芸

富津市

いちご狩り体験

1 月〜5 月末

バラ栽培用の広々したハウスで 30 分食べ放題のいちご狩りを楽し
めます。手づくりのジャムのおみやげも好評です。

？コラム
ちば 知 っとく！

いちご新品種

「チーバベリー」

千葉県には観光いちご狩り園やいちごを取り扱う農産物直売所が数多くあります。

その千葉県から、平成 29 年に新しいいちご「チーバベリー」がデビューしました。
チーバベリーは大粒で果汁がたっぷり、甘みに加えて程よい酸味がありとてもおい

しいいちごです。暖かくなる 3 月以降でも安定して収穫できますので観光いちご狩
り園や農産物直売所でぜひ探してみてください。

19

木更津市

観光いちご園メグミランド

☎0438-23-8884/ 矢那 2031
体験 1 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り

木更津市

体験施設＆農林水産物直売所
木 更 津市

高倉農産物直売センター

☎0438-52-3388/ 矢那 4674-1
体験 7 月上旬〜 8 月下旬：とうもろこし狩り、10 月上旬〜 11 月下旬：かき狩り 等

君津市

農事組合法人 なごみの里君津

☎【加工室】0439-32-5446【直売所】0439-32-5448/ 大井 126
http://www.chokusou1ban.com/nagominosato2/
体験 7 月上旬〜 11 月上旬：太巻き寿司作り、10 月上旬〜 11 月中旬：味噌づくり体験

木更津市

木更津市

木更津市

市原水耕組合

☎0436-36-5474/ 浅井小向 206-1
体験 2 月〜 5 月：いちご狩り、6 月下旬〜 8 月：ブルーベリー狩り

里山ファーム

☎080-9578-2757/ 上原 203 http://satoyama.ptu.jp/
体験 7 月中旬〜 8 月中旬：ブルーベリー狩り、3 月〜 4 月いちご狩り、要確認：味噌づくり体験 等

市原市

いちごの森ぶんぶん

☎0436-66-0415/ 深城 361 https://ichigonomori.jp/
体験 1 月上旬〜 5 月上旬：いちご狩り

市原市

房の駅農場

山小川いちご園

☎080-9389-9415/ 山小川 197-1
体験 2 月中旬〜5 月末：いちご狩り

市原市

株式会社 ONE DROP FARM

☎0436-63-3411/ 高倉 272 https://onedropfarm.jp/
体験 養蜂体験等※事前にお問い合わせください。

木 更 津市

農業公園 ぽんぽこ村

☎0438-98-0115/ 牛袋野 506
体験 7 月中旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り、お問合せください：旬野菜収穫体験 等

木 更 津市

ペアファームスギヤマ

☎0438-98-7778/ 牛袋野 245
体験 8 月下旬〜 10 月中旬：梨狩り

木 更 津市

ブルーベリーファームかがやき

☎090-7948-8402/ 笹子 629
体験 7 月中旬〜 9 月上旬：ブルーベリー狩り

木 更 津市

農事組合法人 上望陀

☎0438-97-1755/ 上望陀 967
体験 4 月下旬〜 5 月上旬・9 月上旬：稲作体験 ( 田植え、稲刈り )、
6 月中旬〜 7 月中旬：とうもろこし狩り

木 更 津市

いんどう・ウォーター・ファーム体験農園

☎0438-53-4632/ 下内橋 373
体験 12 月〜 6 月：房成りミニトマト摘み

木 更 津市

ブルーベリー ノムさん

☎090-3144-5403/ 真里谷 472-1
体験 7 月中旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り

木 更 津市

くれいんひるずブルーベリー園

☎090-8330-8005/ 真里谷 1994
体験 7 月下旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り

木 更 津市

エザワフルーツランド

☎0438-53-5160/ 真里谷 3832
体験 7 月下旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り、ブルーベリージャム作り

木 更 津市

ブルーベリー園のらり・くらり

☎080-8434-1212/ 真里谷 4832-1
体験 7 月中旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り

木 更 津市

フルーツ街道夢農場

☎0438-53-5766、090-4002-4337/ 真里谷 2816
体験 7 月中旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り

木 更 津市

炭工房真里谷城命泉

☎0438-53-4170/ 真里谷 3226
体験 9 月〜 10 月：さつまいも掘り、落花生掘り 等

木 更 津市

岡崎梨園

☎0438-52-2667/ 下郡 2465-8
体験 8 月下旬〜 10 月上旬：梨狩り

木 更 津市

糸日谷農園

☎0438-53-4781/ 下郡 2925
体験 6 月中旬〜 7 月中旬：ブルーベリー狩り

木 更 津市

佐久間農園

☎0438-53-3517/ 下郡 2920-2
体験 6 月中旬〜 8 月上旬：ブルーベリー狩り

木 更 津市

土屋農園

☎0438-53-3169/ 下郡 2925
体験 6 月中旬〜 7 月上旬：ブルーベリー狩り

木 更 津市

北田農園

☎0438-53-3504/ 下郡 2925
体験 6 月中旬〜 7 月上旬：ブルーベリー狩り

木 更 津市

木更津水耕組合

☎0438-52-2243/ 草敷 440-4
体験 10 月〜 6 月：ミニトマト摘み

木 更 津市

図那いちご園

☎080-6520-1515/ 牛袋 128
体験 12 月中旬〜 5 月中旬：いちご狩り

木 更 津市

ベリーの森

☎0438-30-5077/ ほたる野 3-31
体験 7 月中旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り

木 更 津市

金田見立海岸潮干狩場

☎0438-41-0511/ 中島 4416
体験 4 月上旬〜 7 月上旬：潮干狩り

木更津市

房総十字園

☎0436-36-4021/ 海保 1084
体験 10 月中旬〜 12 月下旬：みかん狩り

市原市

牛込海岸潮干狩場

☎0438-41-1341/ 牛込 752
体験 3 月下旬〜 7 月下旬：潮干狩り

木更津市

市原市

すだて実三丸

☎0438-41-1780/ 中島 2178
体験 4 月〜 8 月：漁業体験 ( すだて )

金田海岸潮干狩場

☎0438-41-0511/ 北浜町 1
体験 4 月上旬〜 7 月上旬：潮干狩り

体験施設
市原市

つぼや丸「すだて」

☎0438-41-0600/ 中島 2050
体験 4 月〜 8 月：漁業体験 ( すだて )

孫の手ブルーベリー園

☎0438-25-7045/ 矢那 3719
体験 7 月中旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り

久津間海岸潮干狩場

☎0438-41-2696/ 久津間 2265-3
体験 3 月下旬〜 7 月下旬：潮干狩り

木更津市

江川海岸潮干狩場

☎0438-41-2234/ 江川 576-6
体験 3 月下旬〜 8 月中旬：潮干狩り

木更津市

木更津海岸潮干狩場

☎0438-23-4545/ 中の島 2
体験 3 月中旬〜 7 月下旬：潮干狩り

君津市

つねずみ苺園

☎0439-35-3305/ 山本 361
体験 1 月上旬〜 5 月下旬：いちご狩り

君津市

さいとう苺園

☎0439-35-3756/ 西原 1107
体験 2 月上旬〜 5 月上旬：いちご狩り

君津市

栗原いちご園

☎090-7248-8030/ 平山 363-1
体験 1 月下旬〜 5 月上旬：いちご狩り

君津市

栗原農園

☎090-4531-9299/ 山滝野 1357
体験 10 月〜 11 月：かき狩り、8 月〜 9 月上旬：ブルーベリー狩り 等

君津市

ＪＡきみつ小糸在来 ® 愛好クラブ

☎0439-32-2581(ＪＡきみつ経済部 )/ 塚原 185
体験 10 月〜 11 月：枝豆収穫体験

君津市

柿山田オートキャンプガーデン

☎0439-37-2217/ 東粟倉 542
体験 4 月上旬〜 5 月上旬：たけのこ掘り

君津市

高橋いちご園

☎0439-38-2207/ 正木 193
体験 1 月中旬〜 5 月中旬：いちご狩り

君津市

笹本農園

☎0439-38-2908/ 東日笠 218
体験 4 月中旬〜 5 月上旬：たけのこ掘り

君津市

観光農園フルーツ村

☎0439-38-2747/ 旅名 409
体験 1 月上旬〜 5 月上旬：いちご狩り、8 月中旬〜 11 月：梨狩り 等

君津市

ロマンの森共和国

☎0439-38-2211/ 豊英 659-1
体験 1 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り

君津市

君津市認定農業者協議会

☎0439-56-1671( 君津市農政課 )/ 久保 2-13-1
体験 5 月・9 月：稲作体験、体育の日とその前日：枝豆収穫体験 等

君津市

安田いちご園

☎0439-32-2131/ 大井 500
体験 1 月上旬〜 5 月下旬：いちご狩り

君津市

ポレポレ農園

※休園中（2020 年） http：//polepolefarm.jp/
体験 12 月下旬〜 5 月中旬：いちご狩り

君津市

大竹いちご園

☎0439-32-2692/ 泉 989
体験 1 月上旬〜 5 月下旬：いちご狩り

君津市

渡邉いちご園

☎0439-32-3428/ 大井 1
体験 12 月中旬〜 5 月中旬：いちご狩り

君津市

はちみつ工房

☎0439-71-8338/ 皿引 187 http://hachimitsu-koubou.com
体験 5 月上旬〜 8 月下旬：はちみつ採取体験

富津市

富津漁業協同組合

☎0439-87-2121,0439-87-5566,0439-2233（潮干狩り場）/ 富津海岸 2307-2
体験 3 月〜 9 月上旬：潮干狩り

富津市

花摘みカヘイ

☎0439-87-4827/ 川名 989
体験 1 月末〜 3 月末：花摘み

富津市

白久農園

☎0439-65-0608/ 西大和田 978
体験 1 月〜 5 月末：いちご狩り、7 月中旬〜 8 月中旬：マスクメロン狩り ( 予約制 ) 等

富津市

大森バラ園芸

☎090-6048-4366、080-4000-9083/ 上 590
体験 1 月〜 5 月末：いちご狩り

富津市

マザー牧場フルーツ農園

☎0439-37-3211/ 田倉 940-3
体験 1 月中旬〜 5 月下旬：いちご狩り、12 月上旬〜 5 月下旬：フルーツトマト狩り 等

富津市

富津アクアファーム

☎0439-66-1540/ 鶴岡 449
体験 1 月中旬〜 5 月中旬：いちご狩り、7 月下旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り 等

富津市

遠山ブルーベリー農園

☎090-5215-5205/ 寺尾 95
体験 7 月下旬〜 8 月中旬：ブルーベリー狩り

富津市

神子ブルーベリー園

☎080-5005-8797/ 大森 299
体験 7 月〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り
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富津市

ＪＡきみつ

袖ケ浦市

石井農園

☎0439-38-2218/ 旅名 56

さっちゃん家の幸せいっぱいイチゴ園

☎0438-62-8697/ 蔵波 2926-1
体験 1 月〜 5 月：いちご狩り※2020 年は休園

袖ケ浦市

南総園

☎0439-29-3361/ 山滝野 1593-2

黄和田畑ふる里物産直売所

君津市
黄和田畑 943-2

石橋農園

君津市

六万坪収穫体験型農園イクア

☎0438-75-2441/ 川原井 2041-3
体験 5 月下旬〜 7 月上旬：じゃがいも掘り、9 月下旬〜 10 月下旬：落花生掘り 等

袖ケ浦市

きみつふるさと物産館（道の駅ふれあいパーク・きみつ）

君津市

☎0439-39-3939/ 笹 1766-3

ガウラーベリーかねこ農園

☎0438-75-8888/ 三箇 2088
体験 1 月〜 5 月上旬：いちご狩り※2020 年は休園

袖ケ浦市

http://www.nanohana-egg.co.jp

光永ファーム直売所

君津市

☎0438-62-7235/ 蔵波 3311
体験 1 月〜 5 月上旬：いちご狩り

袖ケ浦市

西野直売所Ｋｏｋｋｏ

☎0439-29-2782/ 山滝野 1122

☎0438-63-0408/ 大曽根 514
体験 8 月中旬〜 9 月下旬：ぶどう狩り

袖ケ浦市

尾崎直売所

君津市

☎0439-38-2045/ 豊英 674-5

君津市

細野農園

☎0438-62-0690/ 蔵波 2941-1
体験 6 月中旬〜 8 月上旬：ブルーベリー狩り

袖ケ浦市

http://www.seiwanouenkumiai.noen.biz/index.html

フルーツ村直売所

君津市

☎0438-62-0406/ 神納 2824-2
体験 6 月中旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り

袖ケ浦市

自然休養村直売所「里のめぐみ館」

君津市

☎0439-38-2200/ 大岩 286

☎0439-67-3465/ 横山 393
体験 9 月〜 10 月上旬：ぶどう狩り

草けいばの丘収穫園

☎0438-75-3026/ 川原井 181-10
体験 5 月下旬〜 7 月上旬：じゃがいも掘り、9 月〜 11 月上旬：さつまいも掘り 等

秋元庄「美古の里」

☎0439-70-5222/ 西猪原 349-1

君津市

ＪＡきみつ農産物直売所 味楽囲おびつ店

☎0439-35-3144/ 末吉 238-1

君津市

http://www.ja-kimitu.or.jp

とれとれ市場旬の蔵 房総四季の蔵・旬の蔵直売所

☎0439-57-7011/ 三直 162、三直 170-1

君津市

http://www.shikinokura.jp/

とれたてパーク君津

☎090-3249-2669/ 宮下 270-4

君津市

農林水産物直売所
市原市

道の駅あずの里いちはら 農産物直売所

☎0436-37-0221/ 浅井小向 492-1

市原市
市原市

http://www.ja-ichihara.or.jp/publics/index/116

ＪＡ市原市農産物直売所 果彩菜

☎0436-52-7000/ ちはら台南 6-2

市原市

http://www.ja-ichihara.or.jp/publics/index/45/

ＪＡ市原市農産物直売所 姉崎グリ−ンマ−ト

☎0436-62-2291/ 姉崎 569-3

市原市

http://www.ichihara-kankou.or.jp/azunosato/

ＪＡ市原市五井Ａマート直売所

☎0436-21-8010/ 五井 2334

http://www.ja-ichihara.or.jp/publics/index/117/

久保直売所
トマトランド

富津市

引田直売所

富津市

袖ケ浦市

http://www.kaneda.or.jp

http://www.jf-kaneda.jp

袖ケ浦市農畜産物直売所 ゆりの里
http://www.ja-kimitu.or.jp

農林漁家レストラン
市原市

里見庵

いちはら里山カフェ

☎0436-67-1771/ 上原 171-1
https://xkxexixsxuxkxex.wixsite.com/ichiharasatoyamacafe/cafe

木更津市

新堀三楽直売所

FARMER'S CAFE

☎0438-52-0222/ かずさ鎌足 2-2-3

木更津市

ふれあい市場
http://www.itonoen.com/shop/

喜動房倶楽部

＆ TREE

☎0438-53-7879/ 下郡 1369-1 道の駅うまくたの里内

袖ケ浦市

☎0436-50-8005/ 平野 176-1

市原市

あま海苔直売センター

http://tamagonoeki.com

鶴舞 297 直売所

☎0436-41-2345/ 山田橋 3-1-2

市原市

もみじの里天神様前直売所

☎0438-60-2550/ 飯富 1635-1

☎0436-22-7189/ 根田 1-1-7

市原市

丸成直売所

たまごの駅

☎0436-98-1980/ 田淵 114

市原市

田原共同直売所

☎0439-68-0331（夜間 0439-68-0192）/ 田原字 792

☎0436-88-2336/ 田尾 494

市原市

天羽ふるさと館

☎0439-68-1387/ 田原 150-1

袖ケ浦市

☎0436-76-0201/ 犬成 1062-28

市原市

富津市

☎0439-67-0618（ＪＡきみつ天羽経済センター）/ 海良 122-3
http://www.ja-kimitu.
or.jp/safe̲farm̲products/direct̲sale̲market/amaha̲furusatokan.html

☎0438-63-1786/ 神納 1-19-1

☎0436-20-5035/ 引田 30

市原市

カズサの郷 愛彩畑

☎0439-68-0895/ 山中 1326

☎0436-36-5474/ 新生 185

市原市

君津市

☎0439-29-5551/ 向郷 1687-1

富津市

☎0436-98-1152/ 久保 1608

市原市

ＪＡきみつ農産物直売所 味楽囲さだもと店

☎0439-52-8311/ 貞元 133-1

のうえんカフェ

☎0438-75-7335/ 川原井 1838

あんでんかんでん市

☎0436-98-1766/ 高滝 737-2

市原市

宿泊施設

鶴舞バスターミナル直売所

☎0436-63-3488/ 田尾 280

市原市

木更津市

本郷直売所

市原市

里山農産物直売所

富津市

☎0436-26-7473/ 馬立 1169

木更津市

木更津市農業協同組合生活館

☎0438-23-8022/ 長須賀 382

木更津市

http://www.ja-kisarazu.or.jp/

海ほたるウミナカプラザ４Ｆ金田漁協直営店

☎0438-41-0511（金田漁業協同組合）/ 中島地先

木更津市
木更津市

http://www.tanbohouse.com/

魚 鈴孝丸

☎0439-67-0261/ 湊 603 http://sea.ap.teacup.com/suzutakamaru/html/
体験 釣り（鯛、あじ、かわはぎ、こちなど）

富津市

魚 鏡屋

☎0439-67-8252/ 竹岡 434
体験 釣り（真鯛）

富津市

http://www.5.ocn.ne.jp/^kagamiya/

魚 太海丸

☎0439-69-2356/ 金谷 3958 http://www.hutoummaru.com/intro.html
体験 釣り（あじ、黒鯛、いなだ、太刀魚、わらさ、かわはぎなど）※かわはぎは仕立船のみ
カマスとアジのリレー釣り

施設内にレストラン有り

農 農業系宿泊施設

魚 漁業系宿泊施設

道の駅「木更津うまくたの里」

☎0438-53-7155/ 下郡 1369-1

木更津市

http://www.egawa-gyokyou.or.jp

十日市場農産物直売センター たんぼはうす

☎0438-53-7745/ 十日市場 155

木更津市

http://www.kaneda.or.jp/

江川漁協流通センター

☎0438-41-2234/ 江川 576-6

農 KURKKU FIELDS

☎0438-53-8776/ 矢那 2503 https://kurkkufields.jp
体験 料理作り・収穫体験等 レストラン有り

☎0436-98-0333/ 本郷 533

http://chiba-kisarazu.com/

農村スーパー 409

☎0438-98-2789/ 中尾 1175-1

君津市

峠の直売所

☎0439-37-3455/ 東粟倉 844
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アクセスマップ
都心から近い、体験型の旅を楽しもう

成田へ
電車で

銚子へ

車で

110分

75 分

電車で

70 分

車で

130分

千葉へ
電車で

40 分
車で

60 分

！

都心から60 分

※霞が関IC〜君津 IC

ETCでアクアラインがお得！

勝浦へ
電車で

90 分

館山へ

車で

110分

バスで

120分

ETC普通車

ETC軽自動車等

（通常料金3,090円）

（通常料金2,470円）

800 円

車で

110分

640 円

ETC中型車
960 円（通常料金 3,700 円）
ETC大型車 1320 円（通常料金 5,090 円）
ETC特大車 2200 円（通常料金 8,490 円）
※円内は東京駅からの所要時間です。

電車で

千葉へ

東京駅

成田へ

東京駅

銚子へ

勝浦へ

バスで

館山へ

東京駅

東京駅

東京駅

JR 総武線快速
約 40 分
JR 総武線・成田線快速
「エアポート成田」
約 1 時間 15 分
JR 総武線本線
「特急しおさい」
約 1 時間 50 分
JR 京葉線・外房線
「特急わかしお」
約 2 時間
JR バス
「房総なのはな号」
約 2 時間

千葉駅

成田駅

銚子駅

勝浦駅

館山駅

車で

千葉へ

湾岸市川
IC

成田へ

湾岸市川
IC

銚子へ

湾岸市川
IC

銚子へ

浮島
IC

勝浦へ

浮島
IC

千葉県農林水産部 流通販売課 TEL.043-223-2889 〒260-866 千葉県千葉市中央区場町 1-1

教えてちばの恵み

https://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/pbmgm//

関東東自動車道
8km・約 6 分
関東東自動車道
45km・約 30 分
関東東自動車道
66km・約 45 分
東京湾アクアライン・
館山自動車道
26km・約 20 分
東京湾アクアライン・
館山自動車道
68km・約 55 分

湾岸習志野
IC

成田
IC

佐原香取
IC

木更津北
IC

富浦
IC

国道 14 号

千葉駅

10km・約 20 分
国道 51 号

成田駅

5km・約 5 分
国道 356 号

銚子駅

35km・約 50 分
国道 409 号・297 号
52km・約 60 分

勝浦駅

国道 127 号
6km・約 12 分

館山駅

https://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/pbmgm//
令和 2 年 3 月発行

掲載情報は令和 2 年 3 月までの情報です。掲載情報や農林水産体験施設における体験プログラムは、季節や天候その他の条件により実施内容や定休日等が変更になる可能性があります。
またバリアフリーが整っていない施設もありますので、電話等で実施状況を確認してからお出かけください。直売所は、自治体、公益法人、第 3 セクター、農・漁協、農業法人、NPO 法人、
3 戸以上の生産者が設置または運営しているところを対象としています。

