
かおりん あまりん

1 とりかいさん家のいちご園 和光市新倉8-21 080-5900-5150 https://www.torisan-ichigo.com/ ○ ○ 定休日：月曜日、金曜日、1月1日 1
2 清水農園 和光市白子3-11-21 090-8818-8324 https://farmnakamachi.com/ ○ ○ 事前予約制 2
3 新井ファーム　はっぴーいちご園 所沢市城515 04-2944-3315 http://happy-ichigo.com/ ○ ○ 定休日：月曜日　いちごの赤い実のない時 3
4 所沢北田農園　いちごのマルシェ 所沢市下富1168 090-8778-1504 http://ichigo-marche.com/ ○ ○ 月曜定休。赤い実がなくなり次第終了します。Tel、mailでお問い合わせください。 4
5 苺の畑　ふじみ 富士見市南畑新田385 080-5861-4115 http://www.ichigo-fujimi.com ○ 定休日:１月１日、不定休　営業時間:10時～、当日分がなくなり次第、終了致します。 5
6 川越いちご園すじの 川越市松郷城下町680-1 090-4619-0039 https://kawagoe-ichigo.com ○ ○

販売期間１月～５月、定休日：月曜日
営業日：10時～16時、いちごの状況により臨時休園あり 6

7 岸井農園 上尾市中分5-35-1 080-5685-4115 http://kishii-farm.com/ ○ 定休日：月曜日・火曜日　営業時間：10:00～14:00 -
8

Strawberry Hunt
ストロベリー　ハント

川島町上小見野1072 049-297-7909 http://strawberry-hunt.jimdo.com ○ 不定休（食べごろのいちごがない日はお休みです。確認の上ご来店お願いします。） 7
9 いちご園ななちゃん

吉見町江和井410-1
（埼玉県衛生研究所となり）

090-1409-1098 ○ ○
直売期間12月上旬～６月上旬　あまりん・かおりん・とちおとめ・やよいひめを生産直売し
ています。休園日・不定休（赤いイチゴが無い日はお休みです） 8

10 岡田農園 鴻巣市上会下106 048-569-0037 ○ 不定休、事前予約のみの販売 9

11
PONPON YAMA Strawberry
ポンポン山ストロベリー

吉見町山ノ下道上２
上記でドライブレコーダーで検
索するとでない
山ノ下　ポンポン山付近と記入
すると検索可能

090-2552-6647 https://ponponyama15.com/ ○ ○ 開園日程　１２月下旬～５月下旬 10

12 ㈱横田農園 吉見町大字下銀谷424 0493-54-1278 http://www.y-farm.com ○ ○ 休園日なし 11
13 岩崎いちご園 吉見町荒子694 0493-54-1098 ○ 無休 -
14 ㈱和銅農園 秩父市黒谷457-3 0494-25-4733 https://www.wado-nouen.jp/ ○ ○ 不定休 12
15 太田観光農園 秩父市太田2364 0494-62-0880 https://ohta-ichigo.org/ ○ ○ 不定休、いちご狩りは無くなり次第終了 13
16 ただかね農園 秩父市下吉田4091 0494-77-0977 http://www.tadakanenouen.jp/ ○ ○ 不定休 14
17 いちごハウスAYA 秩父市下吉田4124-1 0494-26-7411 https://aya.chichibu-farm.co.jp ○ ○ 15
18 将門園 秩父市荒川日野584 0494-54-1699 https://masakadoen.com ○ 不定休 16
19 市川いちご園 秩父市田村924 0494-23-9732 https://www.ichikawa-ichigoen.com ○ ○ 不定休。紅いいちごが無い日はお休みです。 17
20 宮田農園 秩父市田村380 0494-23-9713 ○ 18
21 内田農園 秩父市寺尾2307 0494-23-9603 http://uchida15.jp ○ 定休日はありませんが、月曜日など連休の翌日はいちごが少なくなります。 19
22 八木観光農園 秩父市寺尾3287 0494-23-9035 ○ 20
23 秩父フルーツファーム 秩父市下影森877-1 0494-23-2711 http://www.fruit-farm.jp/ ○ ○ 不定休 21
24 けや木農園 秩父市寺尾630 0494-26-6320 ○ ○ いちごがなくなり次第休園 22
25 琴平農園 横瀬町芦ヶ久保361-2 0494-24-1497 ○ 不定休 23
26 みかど農園 横瀬町大字横瀬4909 0494-23-1478 http://www.mikado-nouen.com/ ○ 休園日-不定期（要電話にて確認してください） 24
27 (有)小松沢レジャー農園 横瀬町大字横瀬1408 0494-24-0412 http://www.komatsuzawa.co.jp/ ○ 不定休。御希望の際は、御問い合わせ下さい。 25
28 上の原農園 横瀬町大字横瀬3460-1 0494-23-8975 http://www.uenohara15.net/ ○ 不定休。 26
29 八木原農園 横瀬町大字横瀬3338-2 090-8043-4962 ○ ○ 不定休。事前に問い合わせをしてほしい。 27
30 まるとみ農園 横瀬町芦ヶ久保494 0494-24-2191 ○ 月曜定休日 28
31 長瀞福島農園 長瀞町中野上111 090-5795-7472 https://nagatoroichigo.com ○ ○

基本的に不定休です。かおりん・あまりん共に栽培本数が少ないので店頭に並ばない日もあ
りますのでお問い合わせください。 29

32
埼玉産直センター「よってんべぇ～」
直売所

深谷市町田500-1 048-587-4127 http://sanchoku.or.jp ○ AM10:00～PM6:00 30
33 いちご畑　花園 深谷市黒田646-1 048-584-1509 www.ichigo-batake.jp ○ 定休日：月曜日、金曜日 31
34 花園いちご園 深谷市小前田444 090-4963-7779 https://いちご.com/ ○ 赤いいちごがない時 32
35 安藤農園 深谷市本田7057 070-2627-1412 http://www.andofarm.com/ ○

定休日：不定
農育・食育農園　いちご狩りと黒毛和牛放牧、山羊とのふれあいミニ牧場です 33

36 いちごドリーム江南 熊谷市上新田117 048-537-0158 http://ichigo15konan.web.fc2.com/ ○ ○ 定休日:月曜日、赤いいちごがない場合 34
37 いちごファームKumagaya 熊谷市上中条70 048-523-7710 http://ichigofarm-kumagaya.com ○ 定休日:月曜日、いちごの赤い実が少ない日 35
38 嶋村屋　熊谷いちご園 熊谷市太井1992 048-526-3915 http://www.kumagaya-ichigoen.com/ ○ ○ 不定休　（食べごろの赤いいちごがない時） 36
39 ストロベリーフィールズナカヤマ 加須市外記新田390 080-5899-1715 https://www.strawberry-fields-kazo.info/ ○ 不定休 37
40 鳥海農園 加須市北辻157-1 080-7612-9724 ○ ○ 定休日：月曜日、１月１日～１月３日 38
41 小室農園 羽生市下川崎118-2 048-561-4131 ○ ○ 定休日：月曜日（その他赤い実がない時は休園する） 39
42 苺ファームあおき 久喜市菖蒲町菖蒲2937 070-3120-5714 https://aoki-farm.jimdofree.com/ ○ あまりんは直売（パック売り）です。苺狩りは対象外。 40
43 折原果樹園 春日部市内牧3888

090-3478-3888
048-752-3480

https://oriharaorchards.com/ ○ 41
44 ㈱ヒロファーム 春日部市武里中野548-1 080-8153-1115 http://hiro-farm.com ○ ○ 定休日：月曜日　いちご狩り・売店営業日時等はホームページで公開 42

45
いちご工房木村屋・
いちご工房ひらかた

（木村屋）越谷市恩間320
（ひらかた）越谷市平方1685

（木村屋）
080-5416-9674
（ひらかた）
080-5491-0015

http://ichigo-kobo.com/ ○ 休園日：月・金曜日　予約：要 43

46 いちごの関園 久喜市菖蒲町台2400
080-9890-5011
0480-85-1425

https://strawberry-farm-34.business.site/ ○
天候等の影響により、お客様のご希望に添えない場合もございます。『いちごの関園』で検
索して、お気軽にお問い合わせください。 -

令和２年11月27日現在　埼玉県農林部生産振興課

リーフレット
掲載番号

ご注意願います

※　取扱いの無い日や早い時間に売り切れる場合、販売期間が終了している場合があります。

　　　ご購入の際には、事前にご希望の農園にお問い合わせいただいてからお出かけください！

いちご新品種「かおりん」「あまりん」を販売する農園

（お問い合わせ先）

No. 農　　園　　名 住　　　　所 電　　　話 H　　　P
取扱品種

その他
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