
「ちばまるしぇキャンペーン」参加施設一覧

エリア 番号 市町村 施設名 ジャンル
1 千葉市 千葉県漁連海産物直売所「海市場」 直売所
2 千葉市 しもだ農産物直売所 直売所、農家レストラン
3 船橋市 三番瀬みなとや 直売所
4 松戸市 まつど農産物直売組合 まつぼっくり 直売所
5 野田市 農事法人 ゆめあぐり野田 直売所
6 柏市 農産物直売所かしわで/さんち家 直売所、農家レストラン
7 柏市 野菜レストランSHONAN 農家レストラン
8 成田市 ちばマルシェ空の駅 直売所

9 成田市
DINING PORT 御料鶴/

農家レストラン

10 成田市 STRAWBERRY PORT ICHIGONOMI 体験施設
11 佐倉市 佐倉きのこ園 直売所
12 佐倉市 マルシェ かしま 直売所
13 佐倉市 ゔぃんける佐倉（株式会社小川園） 直売所
14 佐倉市 佐倉草ぶえの丘 直売所

15 印西市
ＪＡ西印旛農産物直売所
 とれたて産直館印西店

直売所

16 白井市
JA西印旛農産物直売所
 白井店「やおぱぁく」

直売所

17 富里市 JA富里市 産直センター2号店ひよし館 直売所
18 富里市 ＪＡ富里市産直センター（旬菜館） 直売所

19 栄町
ＪＡ西印旛農産物直売所
（とれたて産直館栄店）

直売所

20 香取市 道の駅水の郷さわら 直売所
21 神崎町 道の駅 発酵の里こうざき 直売所
22 多古町 九十九里ファーム たまご屋さん Ｃｏｃｃｏ 直売所
23 多古町 道の駅多古 あじさい館 直売所
24 芝山町 空の駅 風和里しばやま 直売所
25 芝山町 道の駅 風和里しばやま 直売所
26 銚子市 ウオッセ２１ 直売所
27 東庄町 磯山観光いちご園 体験施設
28 旭市 農産物直売所あんしん村 直売所
29 匝瑳市  そうさ観光物産センター 匝りの里 直売所
30 匝瑳市 ふれあいパ－ク八日市場/郷土料理レストラン｢里の香｣ 直売所、体験施設、農家レストラン
31 東金市 道の駅 みのりの郷東金 直売所、体験施設
32 東金市 JA山武郡市山武緑の風 東金店 直売所
33 山武市  山武郡市農業協同組合農産物直売店 山武緑の風 山武店 直売所
34 山武市 道の駅 オライはすぬま 直売所
35 山武市  ＪＡ山武郡市農産物直売店「山武緑の風」成東店 直売所
36 山武市 窪原苺園 体験施設
37 山武市 相葉苺園 体験施設
38 山武市 小安苺園 体験施設
39 山武市 石田農園 体験施設
40 山武市 小山ファーム 体験施設
41 山武市 有野実ファーム 体験施設
42 山武市 広口苺園 体験施設
43 山武市 梶いちご園（旧小手苺園） 体験施設
44 山武市 かわつら苺園 体験施設
45 山武市 作田苺園 体験施設
46 山武市 杉谷苺園 体験施設
47 山武市 内山苺園 体験施設
48 山武市 マルキ苺園 体験施設
49 山武市 緑川苺園 体験施設
50 山武市 順子の苺園 体験施設
51 山武市 あきら苺園 体験施設

ベイ
（3施設）

東葛飾
（4施設）

北総
(20施設）

九十九里
(38施設）



エリア 番号 市町村 施設名 ジャンル
52 山武市 和苺苑（なごみいちごえん） 体験施設
53 山武市 石橋苺園 体験施設
54 山武市 ストロベリーハウスおて 体験施設
55 大網白里市  ＪＡ山武郡市農産物直売店「山武緑の風」大網店 直売所
56 睦沢町 岩井ファーム ゲストハウス／一社）里山ソーシャルデザイン 農泊施設
57 九十九里町 国民宿舎サンライズ九十九里 直売所
58 九十九里町 海の駅九十九里 直売所
59 茂原市 農産物直売所 旬の里ねぎぼうず 直売所
60 茂原市 農産物直売所 なのはな茂原店 直売所
61 茂原市 JA長生ながいき市場 直売所
62 一宮町 農産物直売所 なのはな東浪見店 直売所
63 長柄町 ながら太陽ファーム「産直広場太陽」 直売所
64 長柄町 道の駅ながら 直売所
65 白子町 げんきの里 ひまわり 直売所
66 勝浦市 新勝浦市漁業協同組合 勝浦駅前直売所 直売所
67 勝浦市 新勝浦市漁業協同組合 勝浦海中公園直売所 直売所
68 勝浦市 味彩館 直売所
69 いすみ市 港の朝市 いすみ市大原漁港  港の朝市協同組合 直売所
70 いすみ市 農産物直売所 なのはな日在店 直売所
71 いすみ市 農産物直売所 なのはな浪花店 直売所
72 いすみ市 株式会社ごじゃ箱岬店 直売所
73 いすみ市 株式会社ごじゃ箱大原店 直売所
74 いすみ市 いすみふれあい市場 直売所
75 いすみ市 いさばや 直売所
76 大多喜町 道の駅 たけゆらの里おおたき 直売所
77 館山市 安房農業協同組合 ＪＡグリーン館山店 直売所
78 館山市 南房総なのはな村 直売所
79 館山市  海のマルシェたてやま（「渚の駅」たてやま内） 直売所
80 館山市 館山いちご狩りセンター 体験施設
81 鴨川市 里のMUJIみんなみの里 直売所、体験施設、農家レストラン
82 鴨川市 安房農業協同組合 ＪＡグリーン鴨川店 直売所
83 鴨川市 活き活き小湊ウオポート 直売所
84 南房総市  道の駅とみうら 枇杷倶楽部 直売所、体験施設
85 南房総市 千倉オレンジセンター 体験施設
86 南房総市   農泊・都市農村交流施設古民家ろくすけ 農泊施設
87 南房総市 道の駅富楽里とみやま 直売所
88 南房総市 農産物直売所 土のめぐみ館 直売所
89 南房総市  道の駅ちくら 潮風王国 直売所
90 南房総市 道の駅  和田浦ＷＡ・Ｏ！ 直売所
91 鋸南町 鋸南麦酒 直売所
92 市原市 高滝湖グランピングリゾート 体験施設、農泊施設
93 市原市 市原みつばち牧場 直売所、体験施設
94 市原市 市原水耕組合 体験施設
95 市原市  道の駅あずの里いちはら 農産物直売所 直売所
96 木更津市 KURKKU FIELDS 体験施設、農泊施設
97 木更津市 道の駅「木更津 うまくたの里」 直売所
98 木更津市 JA木更津市生活館 直売所
99 木更津市 JA木更津市生活館うまくた店 直売所
100 君津市 菜の花たまごの西野直売所Kokko 直売所
101 君津市 君津市自然休養村管理センター「里のめぐみ館」 直売所
102 君津市 ＪＡきみつ味楽囲さだもと店 直売所
103 君津市 フルーツ村直売所 直売所
104 君津市  とれとれ市場旬の蔵房総四季の蔵・旬の蔵直売所 直売所
105 君津市 カズサの郷 愛彩畑 直売所
106 袖ケ浦市 ICHIGOYA・SUN 体験施設
107 袖ケ浦市 あま海苔直売センター 直売所
108 袖ケ浦市 袖ケ浦市農畜産物直売所 ゆりの里 直売所

かずさ・
臨海

(17施設）

南房総
(26施設）

九十九里
(38施設）



合計108施設（ベイ3＋東葛飾4＋北総20＋九十九里38＋南房総26＋かずさ・臨海17）

千葉市、船橋市、八千代市、四街道市、市川市、習志野市、浦安市
松戸市、柏市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市、流山市
銚子市、印西市、酒々井町、東庄町、成田市、白井市、栄町、芝山町、佐倉市、
富里市、神崎町、八街市、香取市、多古町
茂原市、山武市、一宮町、長柄町、東金市、大網白里市、睦沢町、長南町、
旭市、九十九里町、長生村、匝瑳市、横芝光町、白子町
館山市、鴨川市、いすみ市、御宿町、勝浦市、南房総市、大多喜町、鋸南町

 かずさ・臨海 木更津市、富津市、袖ケ浦市、市原市、君津市
南房総

ベイ
東葛飾

九十九里

北総


