
施設一覧 体験・直売所・朝市・民宿・レストラン
※記載内容は変更になっている場合がございます。ご利用の際は、お電話等でご確認ください。　　

施　　設　　名 頁 農業収穫 農業調理 花つみ 漁業 クラフト 自然 住　　　所 電　　話

笊花摘み園　チースの里 14P ● ● 鋸南町元名1983  080-2277-8485  

笆ファミリーファーム保田 8P ● 鋸南町保田3028 0470-55-1809 

笳ばんや 16P ● 鋸南町吉浜99-5 0470-50-1126

笘特定非営利活動法人 大山千枚田保存会 棚田倶楽部 8P ● ● ● ● 鴨川市平塚540 04-7099-9050  

笙農事組合法人　鴨川自然王国 8P ● 鴨川市平塚乙2-732-2  04-7099-9011  

笞ひらつか地域活性化協議会 8P ● 鴨川市平塚572 04-7098-0458  

笵穆（ぼく）の工房 17P ● 鴨川市大幡242  04-7098-0024  

笨花味結 12P ● 鴨川市細野392 04-7099-8073 

笶鴨川市農林業体験交流協会「みんなみの里」 8P ● 鴨川市宮山1696  04-7099-8055  

筐糟谷ファーム 8P ● 鴨川市横尾109-3  04-7097-0189 

筺長狭ブルーベリーヒルズ 8P ● 鴨川市上小原249 04-7097-0148

笄NPO法人　鴨川自然学校 12P ● ● 鴨川市坂東43-1 04-7093-6915

筍引土（ひきつち）町青年会 16P ● 鴨川市天津67 04-7094-1609 

笋内浦山県民の森 18P ● ● ● 鴨川市内浦3228　 04-7095-2821

筌道の駅富楽里　とみやま 8P ● ● 南房総市二部1900 0470-57-2601  

筅体験できる網元の宿　甚五郎 16P ● ● ● 南房総市久枝582 0470-57-2128

筵農園民宿　やまげん 9P ● ● ● 南房総市久枝563 0470-57-2111

筥岩井民宿組合 16P ● ● ● ● 南房総市市部146  0470-57-2088

筴岩井富浦漁業協同組合岩井支所「おさかな工房」 16P ● 南房総市高崎1618 0470-50-3520 

筧岩井富浦漁業協同組合 16P ● ● 南房総市富浦町多田良1254 0470-33-2511

筰道の駅とみうら　枇杷倶楽部 9P ● ● ● 南房総市富浦町青木123-1 0470-33-4611  

筱道の駅おおつの里　花倶楽部 14P ● ● 南房総市富浦町大津320 0470-33-4616

筬田村農園 9P ● 南房総市千代346 0470-36-2384

筮道の駅三芳村　鄙の里 9P ● ● 南房総市川田82-2  0470-36-4116  

箝千葉県酪農のさと 12P ● ● 南房総市大井686 0470-46-8181

箘みねおかいきいき館 9P ● ● ● ● 南房総市大井681-2  0470-46-8611

箟自然の宿　くすの木 9P ● ● ● ● 南房総市和田町上三原1244-1 0470-47-5522  

箍ネイチャースクールわくわくWADA　 9P ● ● ● 南房総市和田町中三原533 080-2558-0238

箜JA安房いちご部会丸山支部 10P ● 南房総市岩糸2601-1 0470-46-4111

箚千倉オレンジセンター 10P ● 南房総市千倉町久保1494  0470-44-0780

箋まるごと体験村 10P ● 南房総市千倉町久保1494 0470-44-0780

箒安田農園 10P ● 南房総市千倉町瀬戸27  0470-44-0820

箏南房総市観光協会千倉案内所 16P ● ● ● ● 南房総市千倉町瀬戸2079  0470-44-3581

筝たのくろ里の村 10P ● ● 南房総市千倉町川戸857-1 090-5307-1830

箙花の里　フローラルビレッジ名倉 14P ● ● 南房総市白浜町白浜5818-1 0470-38-4618 

篋館山パイオニアファーム 10P ● 館山市正木441 090-2459-1094

篁みなとオアシス “渚の駅”たてやま 18P ● ● ● 館山市館山1564-1 0470-22-3606 

篌館山いちご狩りセンター 10P ● 館山市山本257-3 0470-22-3466 

篏館山観光いちご狩りセンター 10P ● 館山市大戸16 0470-22-4717

箴ペンション　スズキアグリ 11P ● ● 館山市山本1038 0470-22-6959 

篆南房総なのはな村 11P ● 館山市広瀬1444 0470-36-4017

篝須藤牧場 12P ● ● 館山市安東337 0470-22-9732

篩せせらぎ 18P ● ● 館山市畑867-2 0470-22-5257 

簑観光定置網　やまと丸漁業 16P ● 館山市坂田344 0470-29-0025 

簔安西農園 11P ● 館山市藤原864 0470-28-1190

篦ポピーの里　館山ファミリーパーク 14P ● ● 館山市布沼1210  0470-28-1110

▪体験施設一覧
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施設一覧表

▪農林水産物直売所一覧（20P〜22P）
施　　設　　名 住　　　所 電　　話

笊きょなん直売所 鋸南町吉浜517-1 0470-55-0771

笆ファミリーファーム保田 鋸南町保田3028 0470-55-1809

笳鴨川市総合交流ターミナル「みんなみの里」 鴨川市宮山1696 04-7099-8055

笘NPO法人　鴨川自然学校農産物直売所 鴨川市坂東43-1 04-7093-6915

笙JAグリーン鴨川店 鴨川市八色557-1 04-7093-3406

笞活き活き小湊ウオポート 鴨川市小湊182-15 04-7095-2891

笵道の駅鴨川オーシャンパーク 鴨川市江見太夫崎22 04-7096-1911

笨道の駅富楽里　とみやま 南房総市二部1900 0470-57-2601

笶道の駅とみうら　枇杷倶楽部 南房総市富浦町青木123-1 0470-33-4611

筐道の駅おおつの里　花倶楽部 南房総市富浦町大津320 0470-33-4616

筺農事組合法人　土のめぐみ館 南房総市川田84-1 0470-36-3209

笄三芳村生産グループ 南房総市山名1251-1 0470-36-2274

筍嶺岡農産物直売所 南房総市大井686 0470-46-8009

笋やさい村生産組合 南房総市丸本郷1125-3 0470-46-4650

筌たんくろ市場 南房総市小戸385 0470-46-4715

筅道の駅和田浦WA・O! みなみや 南房総市和田町仁我浦243 0470-47-3100

筵やまゆう農産物直売所 南房総市和田町海発206 0470-47-3397

筥はなまる市場 南房総市白子1501 0470-28-4030

筴農事組合法人　畑の八百屋さん 南房総市千倉町宇田24-2 0470-44-3033

筧東安房漁協直売所　魚っちんぐ千倉 南房総市千倉町川口227-5 0470-43-1711

筰道の駅ちくら　潮風王国 南房総市千倉町千田1051 0470-43-1811 

筱館山船形漁協「ふれあい市場」 館山市船形297-88 0470-27-4811

筬ふれあい相浜 館山市船形297-88 0470-27-3546

筮とれたて市場　健人館 館山市那古559 0470-20-5227 

箝海のマルシェ　たてやま 館山市館山1564-1 0470-28-4926

箘セットアップ 館山市北条1722 0470-28-5387

箟JAグリーン館山店 館山市安布里448-1 0470-30-9211 

箍グリーンセンター実土里 館山市腰越808 090-4841-7620

箜南房総なのはな村 館山市広瀬1444 0470-36-4017

箚やさい新鮮組 館山市二子195-1 0470-24-9060

箋せせらぎ 館山市畑867-2 0470-22-5257

箒百笑園 館山市藤原837 0470-28-3200

箏ふれあいショップ平砂浦 館山市大神宮152-1 0470-28-3111

筝相浜漁協「浜のいそっぴ」 館山市相浜249 0470-28-3035

箙伊戸だいぼ工房 館山市伊戸963-1 0470-29-1221

▪農林漁家民宿一覧（23P）
施　　設　　名 住　　　所 電　　話

笊塔之越 鴨川市平塚794-1 04-7098-0090

笆五郎兵ヱ 鴨川市釜沼51 04-7098-0758

笳清水 鴨川市平塚652-1 04-7098-0457

笘御山王 鴨川市佐野376 04-7098-0717

笙民宿 杉本 鴨川市内浦2826 04-7095-2127

笞民宿 下田屋 鴨川市太海2176 04-7092-0931

笵民宿 松葉屋 鴨川市太海浜252 04-7092-0255

笨甚五郎 南房総市久枝582 0470-57-2128

笶農園民宿やまげん 南房総市久枝563 0470-57-2111

筐ファームイン南房総／福原棟 南房総市大学口191 0470-36-2205

筺ファームイン南房総／杉田棟 南房総市池之内374 0470-36-2916

笄民宿せと川 南房総市千倉町瀬戸3179 0470-44-1800

筍ペンション スズキアグリ 館山市山本1038 0470-22-6959

▪農林漁家レストラン一覧（24P）
施　　設　　名 住　　　所 電　　話

笊ばんや 鋸南町吉浜99-5 0470-55-4844

笆なぶら 鋸南町勝山234 0470-55-1598

笳みんなみの里「郷土料理レストラン」 鴨川市宮山1696 04-7099-8055

笘網納屋 南房総市二部1900 0470-50-3571

笙浜の台所　おさかな倶楽部 南房総市富浦町多田良1254 0470-33-2512

笞農村レストラン「カントリーマム」 南房総市川田82-1 0470-36-4436

笵百姓屋敷「じろえむ」 南房総市山名2011 0470-36-3872

笨和田浜 南房総市和田町仁我浦243 0470-47-3100

笶ふれあい市場 館山市船形297-88 0470-27-3546

筐館山なぎさ食堂 館山市館山1564-1 0470-28-4927

筺伊戸だいぼ工房 館山市伊戸963-1 0470-29-1221

笄相浜亭 館山市相浜235 0470-28-2345

▪朝市一覧（22P）
施　　設　　名 住　　　所 電　　話

笊ひらつか地域活性化協議会朝市 鴨川市平塚1905 04-7098-0458 

笆勇魚朝市 南房総市和田町真浦海岸 090-4961-6866

笳南房朝市組合 南房総市千倉町瀬戸2712-31 0470-46-4111

笘下町朝市 館山市館山1022 0470-23-5922
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