家
族

収穫

う！

やまがた満喫！

自慢の大地の恵みである
新鮮な野菜や果物を
自分の手で収穫してみませんか？
採るよろこび︑食べるしあわせ
農園を満喫して︑やまがたの旬を
実感してください！

大地の息吹、たくさん
！
感じ
達と
友
よ
と！

日和

2021

Autumn 10月-11月

1 王将 果樹 園

2 高橋フルーツランド

王将果樹園ぶどう狩りプラン

集合場所の
マップは
コチラ

上山の自然が生み出した“ぶどう”を味わおう!
10/1-31（㊍を除く）

10/1-17（㊌を除く）
集合場所 王将果樹園

集合場所 高橋フルーツランド

天童市大字川原子1303番地

上山市阿弥陀地字塩崎前1368-3

受付時間 8：30〜14：00
料

定

受付時間 9:00〜16:00

金 大人770円 小学生660円

員

予約先
T E L
予約条件

未就学児550円（30分園
内食べ放題）
1人から体験可能
王将果樹園
0120-15-0440
予約ページで実施前日まで、
当日の予約は電話のみ
https://www.ohsyo.co.
jp/reserve/

料

金 大人600円 小学生以下

定

員 1人 から体 験可能

400円（30分食べ放題）

予約先 高橋フルーツランド
T E L 023-673-4706

予約条件 電話または高 橋フルーツ

oh!show!cafeは11月末まで、
9:00-15:00まで営業（水を除く）

山形の旬のフルーツをお楽しみいただけます。
くだもの狩りはもちろん、王将
果樹園直営の「oh! show! cafe」では、フルーツをふんだんに使った季節の
フルーツパフェをお召し上がりいただけます。屋外席「果樹園テラス」で、ファー
ムステイを存分に体感してください。

りんご狩りと本格石窯ピザクッキング（^^♪

集合場所の
マップは
コチラ

10/1-11/23

ランドホームページのお問
合せから
https://www.takahashiﬂ.jp/contact

集合場所 だいちゃん農園 朝日町大字玉ノ井丁202
時 間 10:00集合〜13:00解散

新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。

参加時は
マスクの着用を
お願いします。

発熱等体調の
感染症の発生状況に
優れない場合は
よっては、
実施を中止
参加をご遠慮ください。 する場合があります。

（果物狩りのみは所要時間1時間程）

金 りんご狩りのみ

員

予約先
F A X
予約条件

大人1,500円 小学生1,000円
未就学児（3歳以上）500円
りんご狩り＋ピザクッキング
大人4,000円 小学生3,000円
未就学児（3歳以上）1,000円
2人以上20人以下
だいちゃん農園 GUEST HOUSE
0237-68-2301
FAX・問い合わせメールで実施日の
3日前まで、10人以上は7日前まで
https://www.daichanfarm.com

りんごの町で、天下一品のジューシーでサクサク食感のあるりんごを味わっちゃお
う！30分食べ放題！更に2個お土産付き。
その後、GUEST HOUSEの庭で旬のキノ
コや野菜とりんごをご自分でトッピングして、
オリジナルピザクッキングもいかかで
しょうか。
また相談に応じて芋煮会などのアクティビティもご用意しております。

QRコードの
使い方

定

HATAKE STYLE本店の営業時間は
10:00-16:00（土日祝日は17:00まで）

高橋フルーツランドでは、ぶどうに適した土壌と寒暖差のある気候により、香り
高く甘くて濃厚なぶどうを栽培しております。ぜひ当園のぶどうをお楽しみくだ
さい!併設された「HATAKE STYLE本店」では、採れたてのフルーツをふんだん
に使ったパフェやランチメニューも楽しめます。

新型コロナ
対策のお願い

3 だいちゃん農園 GUEST HOUSE

料

集合場所の
マップは
コチラ

お手持ちのスマートフォンに集合場所のGoogleマップとその経路を表示します。

❶

予約した農園の
右上にある
QRコードを
スマートフォン
から読み取り。

ピロ
ンッ

❷ 画面下にある青いボタン
をタップ。

画面左上で自動車を選択し、
下の
マークをタップ。
迷うことなく集合場所に行く
ことができます。

注：スマートフォンを見ながらの運転は危険です。必ず車を停止した状態で操作してください。

注意事項

◎収穫体験の内容にあった服装・履物でご参加ください。
◎FAXで予約の際は、住所・氏名・年齢・連絡先・団体の場合人数を記載ください。
◎天候や生育状況により体験可能な期間が変更になる場合があります。
事前に確認の上、
ご参加ください。
（2021.10発行）

4

一般社団法人

We Are The World

大富農産

5 石倉柿園

寒河江市周年観光農業
推進協議会観光果樹園

集合場所の
マップは
コチラ

山形・東根の
本わさび掘り体験
まづま

まさみどり

「 真妻 」
「 正緑 」など、本わさびとして評
価の高い品種を栽培しております。農薬
を使用していないので安心してお召し上
がりください。収穫体験できる
「株わさ
び」は、根わさび・葉わさび・茎わさびが
一体になっていて、基本的にすべて食べ
られます。
わさびは特に和食との相性が
抜群です。毎日の食事にわさびを取り入
れて、
いろいろと試してみてください。

10/1-11/30（㊏を除く）
集合場所 大富農産
時

間

定

員

料

金

予約先
T E L
E-mail
予約条件

その他

東根市羽生字向野1088
11：00集合〜12：00解散
1,500円／人
（株わさび1株/人をお持ち帰りいただけます）
2人以上30人以内（小学生以下、親
子2人で1株などは要相談）
大富農産
0237-47-1003
hirano@yamagatawasabi.jp
メールのみでの受付対応となります
動きやすい服装・靴で

6 幸作リンゴ園・佐藤果樹園

集合場所の
マップは
コチラ

さがえ
“観光柿（甘柿）狩り”

10/10-11/7
集合場所 さくらんぼ会館
（道の駅寒河江チェリー

ランド内）寒河江市八鍬川原919-6

清流に囲まれた“寒河江”の広大な園地
で育った、大きくたわわに実った甘柿。東
北では珍しい“甘柿狩り”は
『パリッ』
とし
た食感と驚くほどサッパリした甘味は、
『柿』
の概念が変わるかも！？柿を愛する
園主が、丹精込めた美味しい“甘柿”をご
用意して、柿好きの皆様をお待ちしてい
ます♡大自然の中、広い農園できっとお
腹も開放的に♪

受付時間 10:00〜15:00
料 金 大人
（小学生以上）700円 幼児（３歳

定 員
予約先
T E L
予約条件

以上）500円（60分園内食べ放題・
柿２個お持ち帰りいただけます）
1人から体験可能（10名以上の団体は要予約）
さくらんぼ会館（JAさがえ西村山
周年観光農業案内所）
0237-86-1811
電話・インターネット予約サイトで
実施前日の17時まで
https://sakuranbo.info/sagae/

7 大石田町新作物開発研究会
集合場所の
マップは
コチラ

朝日町のりんご狩り
朝日町はりんご栽培の歴史が古く、
日本
有数の名産地です。恵まれた気候と栽
培に適した土地で作られたりんごは高
い評価を得ています。大自然の中の農園
に足を踏み入れ、
自分で収穫したその時
期の旬のりんごをお楽しみください。甘
みと酸味のバランスもよく、食べ応えも
十分です!

企画

10 月中旬 -11 月下旬
集合場所 道の駅あさひまち
（観光案内所）
受付時間
料

定

金

員

予約先
T E L
予約条件

朝日町大字和合字北又2724
10:00〜14:00
大人800円 小学生500円 未就学児
無料（試食及びりんご3個お持ち帰り
いただけます）
１人から体験可能（家族・個人のみ、
団体不可）
朝日町観光協会
0237-67-2134
TELで実施日の3日前まで

集合場所の
マップは
コチラ

11/6-28（㊏・㊐のみ）

じ ね ん じょ

自然薯収穫体験

集合場所 有限会社明電

大石田町横山地区は水はけが良いこと
から、
自然薯の生育に適した場所です。
土作りからこだわり、手作業で育てるた
め、長く、肌がきれいな自然薯ができま
す。秋にはスーパーではあまり見かけな
い自然薯のツルにできる肉芽「むかご」
も収穫できます。採れたての自然薯をお
楽しみください。

山形県村山地域の観光情報ポータルサイト

大石田町大字横山99-1

時

間 10:00集合〜11:30解散

定

員 1人から10人まで

料

金 2,400円／人
（一団体4人まで。
自然

薯1本／人をお持ち帰りできます）

予約先 尾花沢市観光物産協会
T E L 0237-23-4567
F A X 0237-23-4568

予約条件 TELで実施日の2日前まで

やまがた広域観光協議会

やまがた広域観光協議会
山形県村山総合支庁 観光振興室
TEL：023-621-8441
（月〜金 8：30〜17：15）
https://yamagata-kouiki.info/

Twitter
yamagata̲kouiki

Instagram
yamagata̲murayama̲kouikikanko

