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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