香取市

佐原ベリーファーム〜ミツバチのいる農園〜

☎0478-79-6526/ 九美上 91-24 http://sawaraberryfarm.com
体験 7 月初旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り ８月〜 10 月：落花生収穫

香取市

体験施設＆農林水産物直売所
佐倉市

有限会社佐倉きのこ園

☎043-486-3987/ 太田 2395 番地 https://www.kinokoen.jp/
体験 通年：生しいたけ狩り、バーベキューもできます

佐倉市

佐倉草ぶえの丘 ( 佐倉草ぶえの丘直売所 )

☎043-485-7821/ 飯野 820 番地 http://www.city.sakura.lg.jp/sakura/kusabue/
体験 9 月中旬〜 11 月上旬：さつまいも掘り、5 月下旬〜 6 月中旬：じゃがいも掘り等

香取市

道の駅くりもと 紅小町の郷

☎0478-70-5151/ 沢 1372-1 http://www.benikomachi.jp/
体験 9 月〜 11 月：さつまいも掘り、5 月・9 月：稲作体験 ( 田植え、稲刈り ) 等

ファーム円城寺
宮野梨園
クワタフルーツファーム
成田ゆめ牧場

☎0476-96-1001/ 名木 730
体験 10 月中旬〜 11 月上旬：落花生掘り、9 月中旬〜 11 月中旬：さつまいも掘り等

佐倉市

ピンコロ農園

☎090-6187-8642/ 畔田 526 番地 http://pinkoro-farm.info/
体験 6 月中旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り

八街市

新井梨園

☎043-443-8871/ 八街ろ 56-105
体験 9 月〜 11 月上旬：さつまいも掘り、9 月中旬〜 10 月末：落花生掘り

八街市

フルーツファミリー柳澤園
真行寺ブルーベリー園
繁田楽農園
ジージの信ちゃん農園

☎043-375-8429・090-3597-2048/ 朝日 62
体験 8 月下旬〜 10 月中旬：落花生掘り

八街市

川嶋農園

☎043-444-2104/ 八街ほ 728
体験 9 月中旬〜 10 月下旬：落花生掘り

八街市

石橋農園
やさい工房こやま

美千代デザイン ( 株 )

http://www.kawakami-ichigoen.com

小川梨園
谷嶋いちご園
千葉県立房総のむら

☎0476-95-3333/ 龍角寺 1028
体験 お問合せください：稲作体験、野菜収穫体験、醤油づくり体験 等

香取市

香取ぶどう店

☎0478-59-1888/ 伊地山 458 http://katorigs.com
体験 7 月下旬〜 9 月中旬：ぶどう狩り

香取市

さわらリバー・ファーム

☎0478-52-1515/ 佐原イ 3985-1 http://r-farm.biz/
体験 12 月下旬〜 5 月下旬：いちご狩り

香取市

イイダ苺園

東庄町

磯山観光いちご園

☎0478-86-4312/ 笹川い 4539
体験 いちご狩り 期間は要確認

鈴木いちご園

☎0478-87-1366/ 小南 4150
体験 いちご狩り 期間は要確認

高橋いちご園

東庄町

高橋農園

☎0478-87-1271/ 小座 15
体験 いちご狩り 期間は要確認

東庄町

林いちご園

☎0478-86-1614/ 笹川ろ 1120
体験 いちご狩り 期間は要確認

飯森苺農園
新昇丸
光佑丸
長栄丸

☎0479-22-0567/ 長崎町 10785-79
体験 釣り船 午前 6 時頃出港、漁場まで約 40 分、正午頃帰港（通年）

農林水産物直売所
成田市

成田市産直組合「産直館」

☎0476-28-1147/ 大袋 197-1

成田市

ちばマルシェ空の駅

成田市

みずうみ農園

☎0478-56-1055/ 八筋川 586
体験 8 月初旬〜 11 月中旬：イチジク狩り

とよみ産直組合

☎080-5658-9063/ 十余三 68-2

成田市

ベリーフィールド 川上いちご園

☎090-8742-2791/ 平塚 1873-1 http://www.shiroi.net/˜noyen
体験 4 月上旬〜 5 月中旬：いちご狩り

栄町

東庄町

☎080-5658-9063/ 古込字古込 1-1

幸島貸農園

☎047-492-0807/ 富塚 1142-3 http://ogawa-nashien.com
体験 8 月上旬〜 10 月中旬：梨狩り

白井市

東庄町観光いちご組合

☎0478-86-2315/ 窪野谷 1225
体験 1 月〜 5 月：いちご狩り

9 月中旬〜 10 月下旬：落花生掘り

ピーちゃんクラブ

☎080-5408-1307/ 西白井 3-4-17
体験 1 月〜 5 月：いちご狩り

白井市

東庄町

中込農園

☎0476-46-3919/ 草深 427-2
体験 6 月〜 12 月：ベジブーケ体験

白井市

山崎農園

☎0478-86-6075( 東庄町観光協会 )/ 笹川い 4713-131
体験 1 月〜 5 月：いちご狩り

銚子市

村野ファーム（ほたる）

☎047-459-9121/ 八街に 457
体験 貸農園（農園コーディネータによる技術指導・相談あり）

印西市

多古町

☎0478-75-2683/ 多古 1105-1
体験 3 月下旬〜 5 月：いちご狩り

銚子市

☎043-443-7426/ 朝日 143
体験 落花生の種まきから収穫（通年）各種収穫体験

八街市

ベリーファームテトラ

☎0479-25-4456/ 外川町 1-10861
体験 釣り船 午前 6 時頃出港、漁場まで約 40 分、正午頃帰港（通年）

やさいのきもち

☎043-445-4644/ 沖 946-2
体験 9 月下旬〜 10 月上旬：落花生掘り、10 月下旬〜 11 月中旬：生姜収穫体験

八街市

ストロベリーヴィレッジこうざき

☎080-7206-8128/ 松崎 946-1
体験 12 月〜 5 月：いちご狩り

銚子市

☎043-444-2099/ 沖渡 680-36
体験 7 月上旬〜 9 月上旬：ブルーベリー狩り

八街市

神崎町

☎0479-24-7255/ 長崎町 10768-2
体験 午前 5 時頃出港（季節により変更有り）
、正午頃帰港

☎043-444-0566/ 八街に 63
体験 機械農業（通年）収穫・作付・管理

八街市

いちごの杜 ( 山田みどり菜園 )

☎080-1334-1515/ 松崎 861
体験 12 月〜 5 月：いちご狩り

銚子市

☎043-444-3251/ 八街に 29
体験 各種野菜収穫体験、ピザ作り体験

八街市

ブルーベリー大角

☎0479-33-2345/ 忍町 1622 http://www.ichigogari.jp
体験 1 月中旬〜 5 月上旬：いちご狩り

☎090-3087-3191/ 八街い 89
体験 8 月下旬〜 11 月上旬：落花生掘り

八街市

多田梨園

☎0478-86-4040/ 高部 419
体験 いちご狩り 期間は要確認

☎043-444-1541/ 朝日 642
体験 9 月上旬〜 10 月：落花生掘り、9 月下旬〜 10 月：さつまいも掘り

八街市

香取市

東庄町

☎043-443-0043/ 文違 301
体験 6 月中旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り

八街市

香取市

東庄町

☎043-443-0844/ 八街ほ 215-2
体験 9 月〜 10 月下旬：落花生掘り

八街市

増田農園

☎0478-57-1257/ 大倉 1786
体験 8 月〜９月下旬：梨狩り

神崎町

☎0476-96-1461/ 名古屋 1173
体験 7 月中旬〜 8 月中旬：ブルーベリー、ブラックベリー狩り

成田市

香取市

☎090-3202-4347/ 扇島 1513
体験 8 月中旬〜 10 月中旬：いちじく狩り

香取市

☎0476-73-2434/ 新田 279-2
体験 8 月〜 10 月：梨狩り

成田市

栗源ぶどう組合 ( 平山ぶどう園 )

☎0478-70-8221/ 大角 1730-1 http://www.midorisaien.jp
体験 12 月下旬〜 5 月下旬：いちご狩り

☎0476-26-9442・090-9321-8421/ 下方 1054
体験 7 月中旬〜 8 月下旬：ブルーベリー狩り

成田市

香取市

☎0478-75-3663/ 高萩 359 http://xn--p8j9csb463zlvfd8c.com/
体験 7 月下旬〜 10 月上旬：ぶどう狩り

☎0478-79-9711/ 大角 1802-119
体験 7 月中旬〜 9 月中旬：ブルーベリー狩り

体験施設
成田市

栗源ぶどう組合 ( 菅谷ぶどう園 )

☎0478-75-2683/ 岩部 1928-3 http://www.ne.jp/asahi/sugaya/budouking/
体験 7 月下旬〜 9 月下旬：ぶどう狩り

印旛沼漁協直営レストラン水産センター

☎0476-26-9906/ 北須賀上外埜 1622-2

成田市

ＪＡ成田市農産物直売所

☎0476-24-8611/ 宝田 912-1

成田市

かざぐるま

☎0476-73-6570/ 伊能 220

成田市

https://www.okagesam.info/

大栄産直センター

☎0476-73-2933/ 松子 322-3

成田市

空の駅 さくら館

☎0476-33-3309/ 駒井野 1353-1 http://www.soranoekisakurakan.com

成田市

直売所 しもふさ

☎0476-29-4023/ 猿山 11-13

成田市

直売ハウス 村時計

☎0476-37-4555/ 松崎 1247

成田市

北須賀直売所 まこも

☎0476-33-3739/ 北須賀 1219
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農林漁家レストラン

農林水産物直売所
佐倉市

JA 千葉みらい農産物直売所 野菜畑 佐倉店

☎043-485-6115/ 寺崎 761 番地

佐倉市

http://www.ja-chibamirai.or.jp/map/cho̲sakura.html

やとみ直売所

白井市

☎043-498-1316/ 岩富町 532 番地

佐倉市

農産物直売所
マルシェ

樫の木

かしま

金子牧場
佐倉のごはん（とんぼ舎さくら直売所）

http://www.ja-narita.or.jp/

すみの野菜直売所

☎043-308-5527/ 八街は 102-6

富里市

http://www.grebe.co.jp/

JA 西印旛農産物直売所 とれたて産直館印西店

☎0476-48-2200/ 西の原 4-3

印西市

http://www.ja-tomisato.or.jp/

農産物直売所グリーブ

☎0476-85-4032/ 山田 1783-8

印西市

http://www.ja-tomisato.or.jp/

ＪＡ富里市産直センター（ひよし館）

☎0476-90-3331/ 七栄 532-305

印西市

http://www.ja-nishiinba.or.jp/chokubai/menu.htm

農産物直売所 やおやさん草深店

☎0476-47-0456/ 草深 1088-2

印西市

農産物直売所 やおやさんアルカサール店

☎0476-47-3388/ 中央北 1-469 アルカサール内

印西市

和田農園

☎0476-98-1769/ 平賀 906-1

白井市

白井市

http://www.wadanouen.com

JA 西印旛農産物直売所 白井店「やおぱぁく」

☎047-498-2007/ 木 278-1

万祝
http://www.choshimaiwai.jp/

香取市

農 THE FARM

☎0478-79-0666/ 西田部 1309-29
体験 収穫体験等

銚子市

JA 富里市産直センター（旬菜館）

☎0476-91-0520/ 七栄 652-225

富里市

いたこ丸

宿泊施設

https://www.facebook.com/sakuranogohan/

JA 成田市酒々井農産物等直売所

https://harukofarm.jimdofree.com/

☎0479-22-7199/ 外川町 1-10875
http://www.catv9.ne.jp/itakomaru/sp/index.html

銚子市

☎043-496-1000/ 酒々井 1677

八街市

春子 farm 古民家カフェわぁい

☎0479-21-6671/ 飯沼町 186

☎043-460-0077/ 生谷 1612-1

酒々井町

東庄町
銚子市

☎043-485-0792/ 山崎 489 番地

佐倉市

https://inba-gyokyou.com/top.html

こみちの駅

☎090-7190-2344/ 東今泉 889

☎043-310-7790/ 角来字飯野向 1758-3
http://www.ja-chibamirai.or.jp/map/cho̲sakura.html

佐倉市

印旛沼漁協水産センター

☎047-492-7111/ 復 1437-12

☎043-463-8877/ 青菅 940-1

佐倉市

成田市

☎0476-26-9906/ 北須賀 1622-2

https://www.thefarm.jp

魚 こめや（透容丸）

☎0479-22-4089/ 外川町 1-10677 http://www7b.biglobe.ne.jp/˜toyomaru/
体験 季節により変わること有り、電話で確認してください

銚子市

魚 武丸

☎0479-22-3352/ 犬若 11310-14 http://www.gyo.ne.jp/take/
体験 【ハナダイ、ヒラメ】釣り船 午前 5 〜 6 時出港、漁場まで約 40 分、
午後 12 時〜 1 時半頃帰港
【ヤリイカ、沖メバル】釣り船 午前 4 時半出港、漁場まで約 1 時間半、
午後 1 時〜 1 時半頃帰港（通年）

銚子市

魚 福田丸

☎0479-22-5741/ 外川町 1-10829 https://fukudamaru.com/
体験 午前 6 時頃出港、漁場まで約 40 分、正午頃帰港（釣りものによる）

銚子市

魚 政勝丸

☎0479-23-0501/ 外川町 3-11048-2 https://marines-net.co.jp/
体験 午前 6 時頃出港、漁場まで約 40 分、正午頃帰港（釣りものによる）

銚子市

魚 孝進丸

☎0479-23-1020/ 犬若 11310-15 https://www.koushinmaru.jp
体験 釣り船 午前 6 時頃出港、漁場まで約 40 分、正午頃帰港（通年）

銚子市

魚 三浦丸

☎0479-22-6212/ 外川町 4-11165 https://miuramaru.com/about.html
体験 釣り船 午前 5 時〜 6 時頃出港、漁場まで約 40 分、正午頃帰港（通年）

http://www.ja-nishiinba.or.jp

施設内にレストラン有り

こみちの駅

農 農業系宿泊施設

魚 漁業系宿泊施設

☎047-492-7111/ 復 1437-12

栄町

ドラムの里

☎0476-80-0011/ 龍角寺 1039-1

栄町

http://yumedoramu.com/

ＪＡ西印旛農産物直売所（とれたて産直館栄店）

☎0476-80-2220/ 請方 368
http://www.ja-nishiinba.or.jp/chokubai/toretatesakae.htm

栄町

ゆめの銘品店 龍の市庭

☎0476-80-0010/ 龍角寺 1039-1

香取市

☎0478-78-5733/ 鳩山 344-4

香取市

道の駅 水の郷さわら

www.hakkounosato.com/

道の駅多古 あじさい館

☎0479-79-3456/ 多古 1069-1

多古町

http://www.michinoeki-tako.com/

たまご屋さん Cocco

☎0479-76-5054/ 喜多 413-44

多古町

http://www.e-sawara.com

http://99-farm.com

元気豚ＪＢミートセンター工場直売所

☎0479-70-6830/ 南中 1698-8

銚子市

ＪＡちばみどり女性部 銚子支部直売所

☎0479-22-6123/ 三軒町 15-1

銚子市

http://wwwchoshiselect.com

http://www.fuwarishibayama.com/

空の駅 風和里しばやま

☎0479-77-2020/ 朝倉 394-15
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http://www.ja-chibamidori.or.jp/

道の駅 風和里しばやま

☎0479-70-8877/ 小池 2568

芝山町

チバザポーク」を掲げ、安全・安心でおいしい豚肉を提
供しています。ぜひご賞味ください。
チバザポーク

https://chibathepork.jp/

このマークが目印

「うまい牛肉 チバザビーフ」

銚子セレクト市場

☎0479-26-3123/ 双葉町 3-6

芝山町

持たせた「銘柄豚肉」が多数あることから「旨さが多彩

http://www.wosse21.net

みどりの大地

☎0479-26-3214/ 三崎町 2-2660-1

銚子市

全国でも屈指の豚肉生産量を誇る千葉県。旨さに特徴を

伊右衛門マルシェ

☎0479-25-8878/ 本城町 4-405

銚子市

「旨さが多彩 チバザポーク」

ウオッセ 21

☎0479-25-4500/ 川口町 2-6529-34

銚子市

このマークが目印

道の駅 発酵の里こうざき

☎0478-70-1711/ 松崎 855

多古町

千葉のポーク＆ビーフ

https://foodmura.com/

☎0478-50-1183/ 佐原イ 3981-2

神崎町

http://yumedoramu.com/

風土村

？コラム
ちば 知 っとく！

http://blog.goo.ne.jp/fuwari2020

黒毛和牛、交雑牛、乳用牛をバランスよく生産する千葉
県。
「千葉県産」牛肉を知ってもらい、食べてもらおうと、
「うまい牛肉 チバザビーフ」を掲げ、おいしい牛肉を
消費者の皆様に提供しています。ぜひご賞味ください。
チバザビーフ

http://chibathebeef.jp/

