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☎0470-86-3742/ 能実 39-1　 http://www.isumi.jp/ajimanten/
いすみ市 夷隅町農産物直売所組合「味まんてんの園」

10 月中旬：枝豆収穫体験体験

☎0470-36-4017/ 広瀬 1444
館山市 南房総なのはな村

11 月：さつまいも掘り、11 月～ 3 月：菜花 ( つま菜 ) 摘み体験

☎0470-77-0654/ 市野川 705
勝浦市 高旨農園

通年：しいたけ狩り、11 月：キウイフルーツ狩り体験

☎0470-73-2500/ 墨名 815-56　 www.katsuura.sanpo.com
勝浦市 カッピービジターセンター（（一社）勝浦市観光協会）

４月：たけのこ狩り、１１月：キウイフルーツ狩り体験

☎0470-82-5331/ 小土呂 2423
大多喜町 大多喜ハーブガーデン

通年：ハーブ摘み体験

☎0470-82-2155/ 石神 261
大多喜町 高梨農園

1 月～ 5 月上旬：いちご狩り体験

☎0470-83-0363/ 田代 795-1
大多喜町 ファームイン市原 ( 市原一成たけのこ園 )

4 月上旬～ 5 月中旬：たけのこ掘り体験

☎0470-84-0544、0470-84-0424/ 平沢 986
大多喜町 平沢たけのこ村

4 月上旬～ 5 月中旬：たけのこ掘り体験

☎( 平日 )0470-85-0224 ( 休日 )0470-85-0255/ 会所 154
大多喜町 もみの郷会所 樅の木庵

毎週日曜日：そば打ち体験体験

☎0470-62-6761/ 紙敷 1283-1
大多喜町 君塚きのこ園

きくらげ狩り：6 月上旬～ 10 月下旬体験

☎0470-87-2660/ 岬町桑田 2480
いすみ市 楽働会

通年：郷土料理、太巻き寿司作り 等体験

☎0470-76-2610/ 吉尾 174
勝浦市 新勝浦市漁協「海中公園直売所」

☎0470-73-3225/ 墨名 256-2
勝浦市 新勝浦市漁協「勝浦駅前直売所」

☎0470-73-6222/ 串浜 1833-1
勝浦市 味彩館

☎0470-77-1336/ 杉戸 970-5
勝浦市 はな咲き

☎0470-82-5566/ 石神 855 番地　 http://www.takeyura.net/
※レストラン「たけゆら食堂」有り

大多喜町 道の駅 たけゆらの里おおたき

☎0470-62-5497/ 小田代 148 番地 24
大多喜町 養老渓谷やまびこ

☎0470-64-0131/ 大原 11574　 http://www.isumi-isabaya.co.jp
いすみ市 いさばや

☎0470-63-1231/ 大原 9930-1
いすみ市 ごじゃ箱 大原店

☎0470-66-0479/ 山田 4986
いすみ市 五平山農園

通年：本格炭焼き体験、8 月～ 10 月：いちじく狩り 等体験

☎0470-29-7209/ 正木 441
館山市 館山パイオニアファーム

8 月中旬～ 11 月上旬：いちじく狩り体験

☎04-7095-2821/ 内浦 3228
鴨川市 内浦山県民の森

通年：草木染め、化粧炭作り、手打ちうどん作り 等体験

☎04-7092-1882/ 貝渚 840-4
鴨川市 繭灯り夢工房

通年：シルクのランプシェード作り体験

☎04-7094-1609/ 天津 67 二タ間海岸
鴨川市 引土町青年会

6 月～ 11 月の土曜日：地引網漁体験

☎0470-57-2111/ 久枝 563
南房総市 農園民宿やまげん

5 月下旬～ 6 月中旬：びわ狩り、通年：アジの干物作り 等体験

☎0470-57-2128/ 久枝 582
南房総市 網元の宿 甚五郎

通年：地引網漁とバーベキュー体験

☎0470-57-2088/ 市部 146
南房総市 岩井民宿組合

通年：地引網漁、干物作り、旬野菜収穫体験 等体験

☎0470-36-3924/ 上滝田 1681
南房総市 村のしろうと百姓塾

4 月：たけのこ掘り、9 月：栗拾い 等体験

☎0470-36-2384/ 千代 346
南房総市 田村農園

4 月下旬～ 5 月下旬：そら豆収穫体験体験

☎0470-46-4111/ 岩糸 2601-1
南房総市 ＪＡ安房いちご部会丸山支部

1 月上旬～ 5 月下旬 : いちご狩り体験

☎0470-50-3520/ 高崎 1618( 小浦漁港内 )
南房総市 岩井富浦漁業協同組合「おさかな工房」

通年：干物加工体験体験

☎0470-33-2511/ 富浦町多田良 1254
南房総市 岩井富浦漁業協同組合

通年：地引網漁、アジすくい、漁港見学 等体験

☎0470-55-1809/ 保田 3039-1
鋸南町 ファミリーファーム保田

1 月～ 5 月：いちご狩り体験

☎0470-44-0820/ 千倉町瀬戸 27
南房総市 安田農園

通年：メロン狩り体験

☎0470-22-9732/ 安東 337
館山市 須藤牧場

通年：バター作り体験、羊毛クラフト作り体験

☎0470-22-3466/ 山本 257-3
館山市 ＪＡ安房館野支店内 館山いちご狩りセンター

1 月上旬～ 5 月上旬：いちご狩り体験

☎0470-22-4717/ 大戸 16
館山市 とよふさいちご園

1 月上旬～ 5 月上旬：いちご狩り体験

☎0470-28-1110/ 布沼 1210
館山市 館山ファミリーパーク

通年：ネイチャークラフト ( ハーブリース作り、フラワーアレンジ ) 等体験

☎0470-29-0025/ 坂田 344
館山市 観光定置網やまと丸漁業

3 月～ 11 月：観光定置網漁体験体験

☎04-7099-9011/ 平塚乙 2-732-2
鴨川市 鴨川自然王国

通年：稲作体験、畑作業体験

☎04-7098-0024/ 大幡 242
鴨川市 穆の工房

通年：草木染め体験体験

☎04-7099-8073/ 細野 392
鴨川市 花味結

通年：太巻き祭り寿司作り、棚田だんご作り体験 等体験

☎04-7097-0189/ 横尾 109
鴨川市 カスヤファーム

4 月～ 11 月：酪農体験体験

☎0470-33-4616/ 富浦町大津 320　 http://www.hana-kurabu.jp/
南房総市 道の駅おおつの里 花倶楽部

通年：花摘みとハウス見学、びわの葉染め 等体験

☎0470-57-2601/ 二部 2211　 http://furari.awa.or.jp/
南房総市 道の駅富楽里とみやま

1 月：食用菜花摘み、通年 : そば打ち体験 等体験
※レストラン有り

☎04-7096-1911/ 江見太夫崎 22　 http://www.kamogawaocean-park.com/
鴨川市 道の駅「鴨川オーシャンパーク」

1 月～ 4 月下旬：花摘み ( ストック・キンセンカ 等 )体験
※レストラン有り

5 月～ 6 月：びわ狩り、1 月～ 5 月初旬：いちご狩り 等
☎0470-33-4611/ 富浦町青木 123-1　 http://www.biwakurabu.jp/

南房総市 道の駅とみうら 枇杷倶楽部

※レストラン有り
体験

体験施設＆農林水産物直売所

農林水産物直売所

☎04-7099-9050/ 平塚 540

鴨川市 特定非営利活動法人大山千枚田保存会
( 鴨川市地域資源総合管理施設「棚田倶楽部」)

4 月～ 10 月：稲作体験 ( 鴨川市棚田オーナー制度 )、
通年：農産加工体験 ( 餅つき、まつり寿司作り）　等

体験

☎04-7099-9050/ 平塚 540

鴨川市 鴨川市中山間地域等活性化協議会
( 鴨川市地域資源総合管理施設「棚田倶楽部」)

通年：稲作体験 ( 鴨川市棚田オーナー制度市内 4 集落 )体験

体験施設

☎0470-28-3200/ 藤原 837
館山市 百笑園

6 月上旬～ 7 月中旬：とうもろこし狩り、
1 月～ 3 月上旬：レタス収穫体験 等

体験

☎【体　験】0470-36-4116/ 川田 82-2
☎【直売所】0470-36-3209/ 川田 84-1　　http://www.megumikan.com

南房総市 道の駅三芳村鄙の里 ( 農産物直売所「土のめぐみ館」)

10 月下旬～ 12 月下旬：みかん狩り、1 月～ 4 月：食用菜花摘み 等
※農村レストラン「カントリーマム」有り
体験

☎0470-84-0156/ 平沢 139
大多喜町 せせらぎの滝山口桂司農園

4 月～ 5 月上旬：たけのこ掘り、11 月～ 12 月上旬：キウイフルーツ狩り 等体験

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

https://www.muji.com/jp/ja/shop/detail/046602
5月上旬・9月上旬：稲作体験 ( 田植え、稲刈り )、10月下旬～12月上旬：温州みかん狩り 等

※レストラン「Café & Meal MUJI みんなみの里」有り
体験

☎0470-46-8611/ 大井 681-2
南房総市 ( 有 ) みねおかいきいき館

通年：酪農体験 ( えさやり、哺乳、乳搾り )、農産加工体験 ( アイスクリーム、豆腐、そば、
太巻き寿司作り ) 等

体験

☎0470-44-0780( 野宮 )/ 千倉町久保 1494
南房総市 千倉オレンジセンター

通年：柑橘狩り ( みかん、レモン、ゆず、甘夏、ハッサク、清美オレンジ )、
4 月～ 6 月：野ぶき採り 等

体験

☎090-5307-1830( 代表 川原 )/ 千倉町川戸 857-1
南房総市 たのくろ里の村

8 月：わら細工体験、6 月・10 月：古代米作り ( 田植え、稲刈り ) 等体験

☎0470-38-4618/ 白浜町白浜 5818-1
南房総市 花の里フローラルビレッジ名倉

11 月～ 5 月末：四季の花摘み、4 月中旬～ 5 月中旬：そら豆収穫体験 等体験
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☎0470-60-9820/ 若山 411　 http://www.jaisumi.or.jp
いすみ市 ＪＡ大原農産物直売所 グリーンスパいすみ

☎0470-64-0502/ 日在 1181
いすみ市 農産物直売所なのはな

☎0470-63-9853/ 小沢 3054-1
いすみ市 農産物直売所なのはな　浪花店

☎0470-86-4113/ 島 708-1
いすみ市 つくしんぼう

☎0470-87-8580/ 岬町井沢 1896-1
いすみ市 ごじゃ箱 岬店

☎0470-68-5927/ 上布施 2194　 http://www.caichi.nu/guian/guian.htm
御宿町 愚為庵

☎平日：0470-85-0224  土日祝日：0470-85-0255/ 会所 154　 
大多喜町 もみの郷会所 樅の木庵

☎0470-28-3035/ 相浜 249
館山市 館山漁業協同組合 浜のいそっぴ

☎0470-29-1211/ 伊戸 963-1　 http://hanashibuki.com/daibo/
館山市 漁港食堂だいぼ

☎04-7099-9052/ 平塚 540 番地先
鴨川市 古民家レストラン「ごんべい」

☎0470-36-3872/ 山名 2011　 http://w01.tp1.jp/̃sr10381052/index.html
南房総市 百姓屋敷「じろえむ」

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

https://www.tairyou.com/chokuso.htm

☎0470-50-3571/ 二部 1900　 https://www.tairyou.com/amina.html
南房総市 網納屋

☎0470-55-1598/ 勝山 234
鋸南町 鋸南町勝山漁協直営お食事処　なぶら

☎0470-63-1360/ 大原 7638
いすみ市 ふれあい市場

☎0470-62-6751/ 作田 1298　 http://keiranbokujo.com
いすみ市 いすみポッポの丘

☎0470-22-5257（090-1110-5511）/ 畑 867-2　 http://w01.tp1.jp/̃a482251281/
館山市 せせらぎ

☎0470-28-4926/ 館山 1564-1　 http://www.rokuya-resort.com
館山市 海のマルシェたてやま（“ 渚の駅 ”たてやま内）

☎04-7095-2891/ 小湊 182-15
鴨川市 活き活き小湊ウオポート

☎04-7093-3406/ 八色 557-1
鴨川市 ＪＡグリーン鴨川店

☎0470-20-4675/ 富浦町深名 595-1
南房総市 安房の国

☎0470-36-2274/ 山名 1251-1　 http://taberukai.jp/miyoshi/
南房総市 三芳村生産グループ

☎0470-43-1811/ 千倉町千田 1051　 http://www.shiokaze-oukoku.jp
南房総市 道の駅ちくら 潮風王国

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

☎0470-46-4650/ 丸本郷 1125-3
南房総市 やさい村生産組合

☎0470-46-4715（土・日曜日のみ対応）/ 小戸 385　 市ＨＰ（いいとこどり）に掲載
南房総市 たんくろ市場

☎0470-28-4030/ 白子 1501（道の駅ローズマリー公園内）
南房総市 はなまる市場

http://www.hanamaruichiba.com/

☎0470-47-3397/ 和田町海発 206
南房総市 やまゆう農産物直売所

☎0470-47-3100/ 和田町仁我浦 243　 http://wa-o.awa.jp
南房総市 道の駅 和田浦ＷＡ・Ｏ！

☎0470-38-5519/ 白浜町滝口 9240　 http://www.mboso-etoko.jp
南房総市 道の駅白浜野島崎 Ｆarmers concierge

☎0470-29-5530/ 保田 724　 http://hotasho.jp/
鋸南町 道の駅保田小学校 里山市場「きょなん楽市」

☎0470-68-5220/ 上布施 1885　 https://www.ko-7.jp//
御宿町 手打ちそば「幸七」

☎0470-80-3883/ 日在 2425-15
いすみ市 ねぎぼうず

☎0470-20-5227/ 那古 559
館山市 とれたて市場 健人館

農林漁家レストラン

☎0470-30-9211/ 安布里 448-1　 http://www.ja-awa.or.jp/jagreen/JA_green.html
館山市 安房農業協同組合 ＪＡグリーン 館山店

☎0470-28-3111/ 大神宮 152-1　 http://www.nakazato.or.jp/fureaishop.html
館山市 ふれあいショップ平砂浦

宿泊施設

大多喜町 農 ファームイン市原
☎0470-83-0363/ 田代 795-1

竹の子狩（4 月～ 5 月上旬）体験

☎0470-55-4844/ 吉浜 99-5　 http://www.banya-grp.jp/
鋸南町 食事処ばんや

定置網漁見学（要予約）
※入浴、宿泊施設有り
体験

いすみ市 農 コテージ山田
☎0470-66-0479/ 山田 4986　http://www5.ocn.ne.jp/̃syaki/

①竹の子狩り、②本格炭焼き、③ホタル観賞、④ブルーベリー摘み取り、⑤いちじく摘み取り体験

館山市 魚 民宿 ほさか
☎0470-29-0988/ 伊戸 1164-1　http://www.hosakamaru.jp/

釣り体験

館山市 魚 源平丸旅館
☎0470-29-0629/ 洲崎 1224

釣り体験

鴨川市 農 太右ヱ門（たえんどん）
☎04-7098-0709/ 佐野 332

・野菜づくり（収穫）体験、・郷土料理づくり体験など体験

鴨川市 農 丸畑（まるばたけ）
☎04-7098-0324/ 平塚 1416-2

・野菜づくり（収穫）体験、・郷土料理づくり体験など体験

館山市 魚 喜多山旅館
☎0470-29-0805/ 洲崎 1378

釣り船（通年）体験

館山市 魚 釣船・民宿　安田丸
☎0470-28-0153/ 相浜 280-2　http://www17.plala.or.jp/yasudamaru/

釣り体験

館山市 農 ペンションスズキアグリ
☎0470-22-6959/ 山本 1038　http://www.awa.or.jp/home/a-suzuki/

3 月～ 10 月：夏野菜の種まきから収穫 ( とうもろこし、スイカ、オクラ、トマト、ナス、
落花生等 ) 等

体験

鴨川市 農 五郎兵エ（ごろべえ）
☎04-7098-0758/ 釜沼 51　http://noukaminpaku.web.fc2.com/

・採りたて野菜等の加工体験、・ヒラタケ・椎茸の栽培体験、・山菜採り体験など体験

鴨川市 農 清水（しみず）
☎04-7098-0457/ 平塚 652-1　http://noukaminpaku.web.fc2.com/

・太巻き祭り寿司づくり体験、・わら細工体験、・豆腐づくり体験など体験

鴨川市 農 御山王（おさんのう）
☎04-7098-0717/ 佐野 376　http://noukaminpaku.web.fc2.com/

・みかん狩り体験、・山菜採り体験、・野菜づくり（収穫）体験など体験

鴨川市 農 平山（ひらやま）
☎04-7098-0679/ 奈良林 737　http://noukaminpaku.web.fc2.com/

・稲作体験、・野菜・果樹の収穫及び加工体験、・郷土料理づくり体験、・お飾りづくり体験など体験

鴨川市 農 穆の里（ぼくのさと）
☎04-7098-0024/ 大幡 242　http://bokunosato.com/

・野菜づくり（収穫）体験、・採りたて野菜等の加工体験、・草木染め体験など体験

南房総市 魚 民宿せと川
☎0470-44-1800/ 千倉町瀬戸 3179　
http://kazoku-jikan.mboso-etoko.jp/yado/?uid=2740

・自家製味噌作り体験、・干物作り体験、・郷土料理作り体験体験

施設内にレストラン有り

農業系宿泊施設農 魚 漁業系宿泊施設

直売所有り


