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

6

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

