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。
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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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