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☎0436-36-4021/ 海保 1084
市原市 房総十字園

10 月中旬～ 12 月下旬：みかん狩り体験

☎0436-36-5474/ 浅井小向 206-1
市原市 市原水耕組合

2 月～ 5 月：いちご狩り、6 月下旬～ 8 月：ブルーベリー狩り体験

☎080-9578-2757/ 上原 203　http://satoyama.ptu.jp/
市原市 里山ファーム

7月中旬～8月中旬：ブルーベリー狩り、3月～ 4月いちご狩り、要確認：味噌づくり体験 等体験

☎0436-66-0415/ 深城 361　https://ichigonomori.jp/
市原市 いちごの森ぶんぶん

1 月上旬～ 5 月上旬：いちご狩り体験

☎080-9389-9415/ 山小川 197-1
市原市 房の駅農場　山小川いちご園

2 月中旬～5 月末：いちご狩り体験

☎0436-63-3411/ 高倉 272　https://onedropfarm.jp/
市原市 株式会社 ONE DROP FARM

養蜂体験等※事前にお問い合わせください。体験

☎0438-98-0115/ 牛袋野 506
木更津市 農業公園 ぽんぽこ村

7 月中旬～ 9 月中旬：ブルーベリー狩り、お問合せください：旬野菜収穫体験 等体験

☎0438-98-7778/ 牛袋野 245
木更津市 ペアファームスギヤマ

8 月下旬～ 10 月中旬：梨狩り体験

☎090-7948-8402/ 笹子 629
木更津市 ブルーベリーファームかがやき

7 月中旬～ 9 月上旬：ブルーベリー狩り体験

☎0438-97-1755/ 上望陀 967
木更津市 農事組合法人 上望陀

4 月下旬～ 5 月上旬・9 月上旬：稲作体験 ( 田植え、稲刈り )、
6 月中旬～ 7 月中旬：とうもろこし狩り

体験

☎0438-53-4632/ 下内橋 373
木更津市 いんどう・ウォーター・ファーム体験農園

12 月～ 6 月：房成りミニトマト摘み体験

☎090-3144-5403/ 真里谷 472-1
木更津市 ブルーベリー ノムさん

7 月中旬～ 9 月中旬：ブルーベリー狩り体験

☎090-8330-8005/ 真里谷 1994
木更津市 くれいんひるずブルーベリー園

7 月下旬～ 8 月下旬：ブルーベリー狩り体験

☎0438-53-5160/ 真里谷 3832
木更津市 エザワフルーツランド

7 月下旬～ 9 月中旬：ブルーベリー狩り、ブルーベリージャム作り体験

☎080-8434-1212/ 真里谷 4832-1
木更津市 ブルーベリー園のらり・くらり

7 月中旬～ 9 月中旬：ブルーベリー狩り体験

☎0438-53-5766、090-4002-4337/ 真里谷 2816
木更津市 フルーツ街道夢農場

7 月中旬～ 9 月中旬：ブルーベリー狩り体験

☎0438-53-4170/ 真里谷 3226
木更津市 炭工房真里谷城命泉

9 月～ 10 月：さつまいも掘り、落花生掘り 等体験

☎0438-52-2667/ 下郡 2465-8
木更津市 岡崎梨園

8 月下旬～ 10 月上旬：梨狩り体験

☎0438-53-4781/ 下郡 2925
木更津市 糸日谷農園

6 月中旬～ 7 月中旬：ブルーベリー狩り体験

☎0438-53-3517/ 下郡 2920-2
木更津市 佐久間農園

6 月中旬～ 8 月上旬：ブルーベリー狩り体験

☎0438-53-3169/ 下郡 2925
木更津市 土屋農園

6 月中旬～ 7 月上旬：ブルーベリー狩り体験

☎0438-53-3504/ 下郡 2925
木更津市 北田農園

6 月中旬～ 7 月上旬：ブルーベリー狩り体験

☎0438-52-2243/ 草敷 440-4
木更津市 木更津水耕組合

10 月～ 6 月：ミニトマト摘み体験

☎080-6520-1515/ 牛袋 128
木更津市 図那いちご園

12 月中旬～ 5 月中旬：いちご狩り体験

☎0438-30-5077/ ほたる野 3-31
木更津市 ベリーの森

7 月中旬～ 9 月中旬：ブルーベリー狩り体験

☎0438-25-7045/ 矢那 3719
木更津市 孫の手ブルーベリー園

7 月中旬～ 9 月中旬：ブルーベリー狩り体験

☎0438-23-8884/ 矢那 2031
木更津市 観光いちご園メグミランド

1 月上旬～ 5 月中旬：いちご狩り体験

☎0438-41-0600/ 中島 2050
木更津市 つぼや丸「すだて」

4 月～ 8 月：漁業体験 ( すだて )体験

☎0438-41-1780/ 中島 2178
木更津市 すだて実三丸

4 月～ 8 月：漁業体験 ( すだて )体験

☎0438-41-1341/ 牛込 752
木更津市 牛込海岸潮干狩場

3 月下旬～ 7 月下旬：潮干狩り体験

☎0438-41-0511/ 中島 4416
木更津市 金田見立海岸潮干狩場

4 月上旬～ 7 月上旬：潮干狩り体験

☎0438-41-0511/ 北浜町 1
木更津市 金田海岸潮干狩場

4 月上旬～ 7 月上旬：潮干狩り体験

☎0438-41-2696/ 久津間 2265-3
木更津市 久津間海岸潮干狩場

3 月下旬～ 7 月下旬：潮干狩り体験

☎0438-41-2234/ 江川 576-6
木更津市 江川海岸潮干狩場

3 月下旬～ 8 月中旬：潮干狩り体験

☎0438-23-4545/ 中の島 2
木更津市 木更津海岸潮干狩場

3 月中旬～ 7 月下旬：潮干狩り体験

☎0439-35-3305/ 山本 361
君津市 つねずみ苺園

1月上旬～5月下旬：いちご狩り体験

☎0439-35-3756/ 西原 1107
君津市 さいとう苺園

2月上旬～5月上旬：いちご狩り体験

☎090-7248-8030/ 平山 363-1
君津市 栗原いちご園

1月下旬～5月上旬：いちご狩り体験

☎090-4531-9299/ 山滝野 1357
君津市 栗原農園

10月～ 11月：かき狩り、8月～ 9月上旬：ブルーベリー狩り 等体験

☎0439-32-2581(ＪＡきみつ経済部 )/ 塚原 185
君津市 ＪＡきみつ小糸在来 ® 愛好クラブ

10月～ 11月：枝豆収穫体験体験

☎0439-37-2217/ 東粟倉 542
君津市 柿山田オートキャンプガーデン

4月上旬～5月上旬：たけのこ掘り体験

☎0439-38-2207/ 正木 193
君津市 高橋いちご園

1月中旬～5月中旬：いちご狩り体験

☎0439-38-2908/ 東日笠 218
君津市 笹本農園

4月中旬～5月上旬：たけのこ掘り体験

☎0439-38-2747/ 旅名 409
君津市 観光農園フルーツ村

1月上旬～5月上旬：いちご狩り、8月中旬～11月：梨狩り 等体験

☎0439-38-2211/ 豊英 659-1
君津市 ロマンの森共和国

1月上旬～5月中旬：いちご狩り体験

☎0439-56-1671( 君津市農政課 )/ 久保 2-13-1
君津市 君津市認定農業者協議会

5月・9月：稲作体験、体育の日とその前日：枝豆収穫体験 等体験

☎0439-32-2131/ 大井 500
君津市 安田いちご園

1月上旬～5月下旬：いちご狩り体験

※休園中（2020 年）　http：//polepolefarm.jp/
君津市 ポレポレ農園

12月下旬～5月中旬：いちご狩り体験

☎0439-32-2692/ 泉 989
君津市 大竹いちご園

1月上旬～5月下旬：いちご狩り体験

☎0439-32-3428/ 大井 1
君津市 渡邉いちご園

12月中旬～5月中旬：いちご狩り体験

☎0439-71-8338/ 皿引 187　http://hachimitsu-koubou.com
君津市 はちみつ工房

5 月上旬～ 8 月下旬：はちみつ採取体験体験

☎0439-87-2121,0439-87-5566,0439-2233（潮干狩り場）/ 富津海岸 2307-2
富津市 富津漁業協同組合

3月～ 9月上旬：潮干狩り体験

☎0439-87-4827/ 川名 989
富津市 花摘みカヘイ

1月末～ 3月末：花摘み体験

☎0439-65-0608/ 西大和田 978
富津市 白久農園

1月～ 5月末：いちご狩り、7月中旬～8月中旬：マスクメロン狩り ( 予約制 ) 等体験

☎090-6048-4366、080-4000-9083/ 上 590
富津市 大森バラ園芸

1月～ 5月末：いちご狩り体験

☎0439-37-3211/ 田倉 940-3
富津市 マザー牧場フルーツ農園

1月中旬～5月下旬：いちご狩り、12月上旬～5月下旬：フルーツトマト狩り 等体験

☎0439-66-1540/ 鶴岡 449
富津市 富津アクアファーム

1月中旬～5月中旬：いちご狩り、7月下旬～8月下旬：ブルーベリー狩り 等体験

☎090-5215-5205/ 寺尾 95
富津市 遠山ブルーベリー農園

7月下旬～8月中旬：ブルーベリー狩り体験

☎080-5005-8797/ 大森 299
富津市 神子ブルーベリー園

7月～ 8月下旬：ブルーベリー狩り体験

体験施設

☎0438-52-3388/ 矢那 4674-1
木更津市 高倉農産物直売センター

7 月上旬～ 8 月下旬：とうもろこし狩り、10 月上旬～ 11 月下旬：かき狩り 等体験

☎【加工室】0439-32-5446【直売所】0439-32-5448/ 大井 126
http://www.chokusou1ban.com/nagominosato2/

君津市 農事組合法人 なごみの里君津

7 月上旬～ 11 月上旬：太巻き寿司作り、10 月上旬～ 11 月中旬：味噌づくり体験体験

体験施設＆農林水産物直売所
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☎0438-52-0222/ かずさ鎌足 2-2-3
木更津市 FARMER'S CAFE

☎0438-53-7879/ 下郡 1369-1 道の駅うまくたの里内
木更津市 ＆ TREE

☎0438-75-7335/ 川原井 1838
袖ケ浦市 のうえんカフェ

☎0436-67-1771/ 上原 171-1
https://xkxexixsxuxkxex.wixsite.com/ichiharasatoyamacafe/cafe

市原市 いちはら里山カフェ

農林水産物直売所

農林漁家レストラン

☎0439-67-3465/ 横山 393
富津市 ＪＡきみつ

9月～ 10月上旬：ぶどう狩り体験

☎0438-62-0406/ 神納 2824-2
袖ケ浦市 石井農園

6月中旬～8月下旬：ブルーベリー狩り体験

☎0438-62-8697/ 蔵波 2926-1
袖ケ浦市 さっちゃん家の幸せいっぱいイチゴ園

1月～ 5月：いちご狩り※2020年は休園体験

☎0438-62-0690/ 蔵波 2941-1
袖ケ浦市 細野農園

6月中旬～8月上旬：ブルーベリー狩り体験

☎0438-63-0408/ 大曽根 514
袖ケ浦市 南総園

8月中旬～9月下旬：ぶどう狩り体験

☎0438-62-7235/ 蔵波 3311
袖ケ浦市 ガウラーベリーかねこ農園

1月～ 5月上旬：いちご狩り体験

☎0438-75-8888/ 三箇 2088
袖ケ浦市 石橋農園

1月～ 5月上旬：いちご狩り※2020年は休園体験

☎0438-75-2441/ 川原井 2041-3
袖ケ浦市 六万坪収穫体験型農園イクア

5月下旬～7月上旬：じゃがいも掘り、9月下旬～10月下旬：落花生掘り 等体験

☎0438-75-3026/ 川原井 181-10
袖ケ浦市 草けいばの丘収穫園

5月下旬～7月上旬：じゃがいも掘り、9月～ 11月上旬：さつまいも掘り 等体験

農業系宿泊施設農 魚 漁業系宿泊施設

☎0436-37-0221/ 浅井小向 492-1　http://www.ichihara-kankou.or.jp/azunosato/
市原市 道の駅あずの里いちはら 農産物直売所

☎0436-21-8010/ 五井 2334　http://www.ja-ichihara.or.jp/publics/index/116
市原市 ＪＡ市原市五井Ａマート直売所

☎0436-52-7000/ ちはら台南 6-2　http://www.ja-ichihara.or.jp/publics/index/45/
市原市 ＪＡ市原市農産物直売所 果彩菜

☎0436-62-2291/ 姉崎 569-3　http://www.ja-ichihara.or.jp/publics/index/117/
市原市 ＪＡ市原市農産物直売所 姉崎グリ－ンマ－ト

☎0436-98-1152/ 久保 1608
市原市 久保直売所

☎0436-36-5474/ 新生 185
市原市 トマトランド

☎0436-20-5035/ 引田 30
市原市 引田直売所

☎0436-76-0201/ 犬成 1062-28　http://tamagonoeki.com
市原市 たまごの駅

☎0436-88-2336/ 田尾 494
市原市 鶴舞 297 直売所

☎0436-98-1980/ 田淵 114
市原市 里見庵

☎0436-22-7189/ 根田 1-1-7
市原市 新堀三楽直売所

☎0436-41-2345/ 山田橋 3-1-2　http://www.itonoen.com/shop/
市原市 ふれあい市場

☎0436-50-8005/ 平野 176-1
市原市 喜動房倶楽部

☎0436-98-1766/ 高滝 737-2
市原市 あんでんかんでん市

☎0436-63-3488/ 田尾 280
市原市 鶴舞バスターミナル直売所

☎0436-98-0333/ 本郷 533
市原市 本郷直売所

☎0436-26-7473/ 馬立 1169
市原市 里山農産物直売所

☎0438-23-8022/ 長須賀 382　http://www.ja-kisarazu.or.jp/
木更津市 木更津市農業協同組合生活館

☎0438-41-0511（金田漁業協同組合）/ 中島地先　http://www.kaneda.or.jp/
木更津市 海ほたるウミナカプラザ４Ｆ金田漁協直営店

☎0438-41-2234/ 江川 576-6　http://www.egawa-gyokyou.or.jp
木更津市 江川漁協流通センター

☎0438-53-7745/ 十日市場 155　http://www.tanbohouse.com/
木更津市 十日市場農産物直売センター  たんぼはうす

☎0438-53-7155/ 下郡 1369-1　http://chiba-kisarazu.com/
木更津市 道の駅「木更津うまくたの里」

☎0438-98-2789/ 中尾 1175-1
木更津市 農村スーパー 409

☎0439-37-3455/ 東粟倉 844
君津市 峠の直売所

☎0439-38-2200/ 大岩 286　http://www.seiwanouenkumiai.noen.biz/index.html
君津市 自然休養村直売所「里のめぐみ館」

☎0439-38-2218/ 旅名 56
君津市 フルーツ村直売所

☎0439-38-2045/ 豊英 674-5
君津市 尾崎直売所

☎0439-29-2782/ 山滝野 1122　http://www.nanohana-egg.co.jp
君津市 西野直売所Ｋｏｋｋｏ

☎0439-29-3361/ 山滝野 1593-2
君津市 光永ファーム直売所

☎0439-39-3939/ 笹 1766-3
君津市 きみつふるさと物産館（道の駅ふれあいパーク・きみつ）

黄和田畑 943-2
君津市 黄和田畑ふる里物産直売所

☎0439-70-5222/ 西猪原 349-1
君津市 秋元庄「美古の里」

☎0439-35-3144/ 末吉 238-1　http://www.ja-kimitu.or.jp
君津市 ＪＡきみつ農産物直売所 味楽囲おびつ店

☎0439-57-7011/ 三直 162、三直 170-1　http://www.shikinokura.jp/
君津市 とれとれ市場旬の蔵 房総四季の蔵・旬の蔵直売所

☎090-3249-2669/ 宮下 270-4
君津市 とれたてパーク君津

☎0439-52-8311/ 貞元 133-1
君津市 ＪＡきみつ農産物直売所 味楽囲さだもと店

☎0439-29-5551/ 向郷 1687-1
君津市 カズサの郷 愛彩畑

☎0439-67-0618（ＪＡきみつ天羽経済センター）/ 海良 122-3　　http://www.ja-kimitu.
or.jp/safe_farm_products/direct_sale_market/amaha_furusatokan.html

富津市 天羽ふるさと館

☎0439-68-1387/ 田原 150-1
富津市 田原共同直売所

☎0439-68-0331（夜間 0439-68-0192）/ 田原字 792
富津市 丸成直売所

☎0439-68-0895/ 山中 1326
富津市 もみじの里天神様前直売所

☎0438-63-1786/ 神納 1-19-1　http://www.kaneda.or.jp　http://www.jf-kaneda.jp
袖ケ浦市 あま海苔直売センター

☎0438-60-2550/ 飯富 1635-1　http://www.ja-kimitu.or.jp
袖ケ浦市 袖ケ浦市農畜産物直売所 ゆりの里

宿泊施設

木更津市 農 KURKKU FIELDS
☎0438-53-8776/ 矢那 2503　https://kurkkufields.jp

料理作り・収穫体験等　レストラン有り体験

富津市 魚 鈴孝丸
☎0439-67-0261/ 湊 603　http://sea.ap.teacup.com/suzutakamaru/html/

釣り（鯛、あじ、かわはぎ、こちなど）体験

富津市 魚 鏡屋
☎0439-67-8252/ 竹岡 434　http://www.5.ocn.ne.jp/^kagamiya/

釣り（真鯛）体験

富津市 魚 太海丸
☎0439-69-2356/ 金谷 3958　http://www.hutoummaru.com/intro.html

釣り（あじ、黒鯛、いなだ、太刀魚、わらさ、かわはぎなど）※かわはぎは仕立船のみ
カマスとアジのリレー釣り

体験

施設内にレストラン有り


