
●1
彩の国ふれあいの森・埼玉県森林科学館・こまどり荘〈map・B-5〉
秩父市中津川447・☎0494-56-0026（彩の国ふれあいの森・森林科学館）
／☎0494-56-0100（こまどり荘）・●休埼玉県森林科学館：年末年始(12/29～
1/3)、こまどり荘：木(12月～3月は休業)、湯は4～11月の土・日・祝のみ営業

体買見
遊湯泊

原生の森、体験の森等の7つの「森のゾーン」のほか、
森林科学館と宿泊施設「こまどり荘」があり、大自然を
満喫できる。周辺には観光釣り場有。(体験イベント・宿
泊は要予約)

●2
県立大滝げんきプラザ〈map・B-5〉
秩父市大滝5944-2・☎0494-55-0014・●休月（祝日は開所）

体遊泊 自然の中でオリエンテーリングやバーベキュー、うどん
作りなど各種体験活動ができる。日帰り利用も可。（5名
以上の団体で利用可。施設利用は要予約。）

●3
道の駅大滝温泉〈map・B-5〉

秩父市大滝4277-2・☎0494-55-0126（温泉）／☎0494-55-0086（郷路
館）／☎0494-55-0816（販売センター）・●休木（直売所を除く）

買食見
遊湯

郷路館、温泉遊湯館、大滝特産販売センター（中津川い
も、三峰いんげんなどを販売 ※売切れ注意）、歴史民
俗資料館がある。

●4 道の駅あらかわ・日野観光農園村〈map・C-5〉
秩父市荒川日野538-1ほか・☎0494-54-0022・●休年末年始

体買食
見

道の駅あらかわには、そば加工品や季節の農産物が並
ぶ。農園村ではぶどう、いちご、栗、りんごなどの味覚狩
りや食事が楽しめる。

●5
JAちちぶそば道場あらかわ亭・荒川農産物直売所〈map・C-5〉
秩父市荒川上田野1431ほか・☎0494-54-1251（あらかわ亭）／☎0494-54-
1250（直売所）・●休 12月～2月の火（祝日の場合翌日休）、3月～11月無休

体買食
見

打ちたてのそばが好評なほか、そば打ち体験（要予約）
や農産物直売所も併設されている。春そば（6月）と秋
そば（9～10月）の時期にはそばの花が見頃を迎える。

●6
浦山渓流フィッシングセンター〈map・C-5〉
秩父市浦山3235-1・☎0494-25-3922・●休火・木（ＧＷ及び7，8月は無
休、11月～4月末までは閉園）

体食見
遊

浦山の緑と清流に囲まれた自然のなかで「渓流つり」や
「魚のつかみ取り」を体験することができる。釣った魚
は囲炉裏で炭火焼に。

●7
ちちぶ花見の里〈map・C-5〉
秩父市荒川上田野413-3・☎0494-54-1222・●休予約専門（予約がない
場合は休み）

食見
1.1ｈa弱の蕎麦畑に咲く白く可憐な蕎麦の花を大パノラマ
で眺めながら開放的な雰囲気の中、蕎麦を食べられる。（予
約制、約15名以上の団体から利用可）

●8
秩父フルーツファーム〈map・C-5〉
秩父市下影森877-1・☎0494-23-2711☎0494-23-3557（秩父観光農林
業協会）・●休シーズン中無休（8月上旬～10月中旬、要確認）

体買食
ぶどう、いちご狩りのほか、秩父で取れた野菜を中心とし
たバーベキューが楽しめる。オリジナルジャムも人気。

●9 羊山公園・芝桜の丘〈map・C-5〉
秩父市大宮6360・☎0494-21-2277（秩父観光協会） 見

4月上旬から5月上旬にかけて約17,600㎡ある羊山丘陵
の斜面に8種・40万株もの芝桜が咲き誇る。

●10 道の駅ちちぶ〈map・C-5〉
秩父市大宮4625・☎0494-21-2266・●休年中無休（臨時休業あり） 買食

秩父の土産品や地元の特産品を販売。「秩父そばの
会」自慢の手打ちそばが味わえる。

●11 ナチュラルファームシティ農園ホテル〈map・C-5〉
秩父市大宮5911-1・☎0494-22-2000・●休無

体食湯
泊

農作物の収穫体験のほか、地元農産物を使った料理も味
わえる。日帰り利用も可。（宿泊・体験は要予約）

●12
JAちちぶ秩父農産物直売所〈map・C-5〉
秩父市寺尾3236-2・☎0494-27-2270・●休 12月31日、1月1日～3日 買

秩父で採れた旬の味覚を豊富に取り揃えている。また
地元農産物を使用したそば・うどん・こんにゃく・まんじゅ
うなどの加工品も人気。

●13
秩父観光農園村〈map・C-5〉
秩父市寺尾・☎0494-23-3557(秩父観光農林業協会）,☎0494-23-
9603,☎0494-23-9124（宿泊予約）・●休シーズン中無休（要確認）

体買食
遊泊

いちご、ぶどう、栗などの味覚狩りやバーベキューが楽
しめる。やぎも飼育している。

●14
秩父ミューズパーク〈map・C-5〉
秩父市田村1377・☎0494-25-1315 買食遊

スポーツ・芸術・文化すべてを存分に満たしてくれる公
園。直売所のほか、コテージ（要予約）もあり宿泊可能。
新スポット「旅立ちの丘」も人気。

●15
秩父ファーマーズファクトリー〈map・C-4〉
秩父市下吉田3942・☎0494-77-1123・●休月(祝日の場合は火)

買食見 兎田ワイナリーの見学と広大なぶどう圃場の見学・ワイ
ンの無料試飲等体験・地元の農産物を利用した洋風レス
トラン・地元の農産物直売所があり、ゆっくりと楽しめる。

●16
道の駅龍勢会館〈map・C-4〉

秩父市吉田久長32・☎0494-77-0333（龍勢会館）／☎0494-77-1555
（龍勢茶屋）・●休火（龍勢会館）、年末年始（龍勢茶屋）

買食見 龍勢会館（龍勢まつりの展示館）と、食事処・農産物直売
所のある龍勢茶屋がある。秩父事件資料館も併設して
いる。

●17 山逢の里キャンプ場〈map・C-4〉
秩父市上吉田1211・☎0494-78-0002●休火

体買遊
泊

オートキャンプ場やコテージのほか、そば・うどん打ちが
体験できる（要予約）。デイキャンプも可。

●18
吉田元気村〈map・C-4〉
秩父市上吉田4942-1・☎0494-78-1000・●休火・木

体買食
遊湯泊

キャンプ場、コテージ(要予約)、風呂あり。ピザ焼き体験、アウト
ドアの拠点施設、川遊びも楽しめる。クレー仕上体育館もあり。

●19 吉田石間交流学習館〈map・C-4〉
秩父市吉田石間2620-1・☎0494-72-6083・●休月～木,12月下旬～3月末 体見

廃校校舎を利用し、秩父事件の資料展示を行っている。
（見学は事前予約制）

●20
城峯山キャンプ場〈map・C-4〉
秩父市吉田石間4713-1・☎0494-77-0573 見泊

城峯山ふれあいの森内にある、城峯山山頂直下のキャ
ンプ場。山頂展望台からは360度のパノラマ風景が楽し
める。（キャンプ場の利用は要予約。）

●21 フルーツ街道〈map・C-4〉
秩父市下吉田・☎0494-23-3557（秩父観光農林業協会） 食

季節に応じていちごやブルーベリー、ぶどうなど果物狩
りが楽しめる。

●22
道の駅両神温泉薬師の湯・小鹿野町地域資源活用センター〈map・C-5〉

小鹿野町両神薄2380・☎0494-79-1533（道の駅）、☎0494-72-8080(地
域資源活用センター)・●休火（祝日の場合翌日休）

体買食
見湯

そば打ちなどが体験できる地域資源活用センター(体験
は要予約)のほか、道の駅には直売所、温泉がある。両神
山麓花の郷ダリア園は、毎年9月1日～11月3日開園。

●23 両神こんにゃく専門店〈map・C-4〉
小鹿野町両神薄1036-3・☎0494-79-1130 体買食

みそおでん食べ放題200円（税込）。こんにゃく手作り体
験1人500円（税込、要予約/10～15名）。

●24
みどりの村〈map・C-4〉
小鹿野町飯田853・☎0494-75-3441（みどりの村管理事務所）・☎090-3916-
8871（キャンプ場予約、火曜日は休）・●休 4月上旬～11月上旬営業（キャンプ
場）、木曜定休（農業資料館、レストラン）,月曜・木曜定休(RVカフェ)

体食見
遊泊

　キャンプ場扌

子供の広場やキャンプ場(ログハウス)のほか、農業資
料館、村カフェ・RVパークもある。(体験イベントは要予
約)

●25 JAちちぶ小鹿野農産物直売所〈map・C-4〉
小鹿野町小鹿野2697-2・☎0494-75-0325 買

地元農家の新鮮野菜が買える。地元産手作りこんにゃ
くとあんぽ柿(12月～1月)が人気。

●26
秩父西谷津温泉宮本の湯〈map・C-5〉
小鹿野町長留495-1・☎0494-75-2272

体食見
遊湯泊

春は山菜に始まり、夏は野菜のもぎ取り、秋は芋掘りと
農業体験できる。姉妹館宮本家では山の実酒を飲みな
がら囲炉裏の食事を楽しむ農家屋敷体験もできる。

●27
MAPLE BASE〈map・C-5〉
小鹿野町長留1129-1・☎0494-26-6150・●休水

買食見 日本初のシュガーハウス（メープルシロップを製造する
小屋）。秩父で採れるカエデの樹液やメープルシロップ
を使ったパンケーキが味わえるカフェやショップを併設。

●28 寺坂棚田〈map・C-5〉
横瀬町大字横瀬字寺坂・☎0494-25-0114（横瀬町振興課） 体見

県内最大級の棚田を活用して田植え体験が行われている。武
甲山を背景にした棚田景観もすばらしい。（体験は要申込み）

●29 アグリマルシェよこぜ 横瀬農産物直売所〈map・C-5〉
横瀬町横瀬4294-3・☎0494-22-0831・●休年末年始(12月31日～1月3日) 買

季節の地場野菜、果物、土産品が購入できる。ピザ、ソフ
トクリームも人気。

●30
道の駅果樹公園あしがくぼ・あしがくぼ果樹公園村〈map・D-5〉

横瀬町芦ヶ久保1915-6ほか・☎0494-21-0299（道の駅）・☎0494-22-
1011（果樹公園村）・●休年末年始

体買食
遊

農産物直売所、食堂、そば打ち体験（要予約）ほか、紅茶
ソフトクリーム、手作りパンが人気。果樹公園村ではい
ちご、プラム、ぶどう等、果物狩りが行える。

●31 埼玉県県民の森〈map・D-5〉
横瀬町芦ヶ久保丸山北平896・☎0494-23-8340・●休 12～2月は休業

体見遊 森林浴の森日本100選にも選ばれた。自然の中で健康づくりや
森林学習ができる。（体験イベント・デイキャンプ場は要予約）

●32
自然郷東沢〈map・D-5〉

横瀬町芦ヶ久保1317-1・☎0494-24-0800・☎090-4601-6427・●休不定休
体遊
湯泊

　　　扌宿泊者のみ

ガラス体験（とんぼ玉入り天然石ブレスレット作り）がで
きる民宿。体験は要予約。とんぼ玉購入・見学可（要予
約）。そば打ちは再開未定。

●33
道の駅みなの〈map・C-4〉

皆野町皆野3236-35・☎0494-62-3501（直売所）・☎0494-53-8755（レス
トラン）・●休年末年始（12月31日～1月3日）

買食見
遊

農産物直売所では、豊富な地場野菜を販売しているほ
か、併設したレストハウスみなのでは、田舎うどんが人
気。

●34 皆野町ぶどう郷〈map・C-4〉
皆野町内・☎0494-62-1462（皆野町産業観光課）・●休農園により異なる 体買食

町内に8軒の観光ぶどう園があり、うち6軒でぶどう狩り
（8月上旬～10月初旬）が楽しめる。

●35 宝登山ロウバイ園〈map・C-4〉
長瀞町宝登山周辺・☎0494-66-0307（長瀞町観光案内所） 買食見

1月下旬～3月上旬頃、長瀞宝登山ロウバイ園の3種類
3000本のロウバイが見頃を迎える。

●36
県立自然の博物館〈map・C-4〉
長瀞町長瀞1417-1・☎0494-66-0404・●休月（祝日、7・8月は開館）、年末
年始（12月29日～1月3日）

体見
巨大ザメの復元模型や謎の海獣パレオパラドキシアの
化石、埼玉の森を再現した高さ8ｍの大ジオラマは必
見！ 野外観察などイベント（要申込）も実施。

●37

県立長瀞げんきプラザ〈map・C-4〉
長瀞町井戸367・☎0494-66-0177・●休月（祝日は開所） 体遊泊

挑戦！ふれあい！感動体験！ 長瀞げんきプラザは、自然
体験などをはじめとした自主的な「体験活動をとおした
青少年の健全育成」と「県民の生涯学習活動の振興」を
目的とした社会教育施設。各種クラフトや蓬莱島探索
など様々な活動が可能。

●38 長瀞の味覚狩り〈map・C-5〉
長瀞町内・☎0494-66-0307(長瀞町観光案内所)・●休農園により異なる 買食遊

ぶどう狩りやいちご狩りが楽しめる。紅葉の中でのライ
ン下りもおすすめ。

●1 あおぞら館農産物直売所〈map・D-2〉
本庄市643-2・☎0495-25-4183・●休年末年始 買

きゅうり、大和芋、ねぎ、いちごがおすすめ。

●2 こだま館農産物直売所〈map・D-3〉
本庄市児玉町蛭川223-1・☎0495-72-2818・●休年末年始 買

玉ねぎ、しいたけ、なす、トマトがおすすめ。

●3 本庄市観光農業センター〈map・C-3〉
本庄市児玉町小平653・☎0495-72-6742・●休木（祝日は開館）、年末年始

体買見
遊

手作り体験室、農産物直売所がある。手作り体験室では年
に数回そば、こんにゃく作り教室が開催される（要予約）。

●4 ふれあいの里いずみ亭〈map・C-3〉
本庄市児玉町河内209-1・☎0495-78-0280・●休木（祝日の場合翌日休）

体買食
見

地元のそば粉を使用した手打ちそばが食べられる。そ
ば打ち体験（要予約）は車椅子の方も利用可。

●5
100年の森〈map・C-4〉
神川町矢納・☎048-581-0123（県寄居林業事務所） 見遊

城峯山(1038m）北側に広がる県有林内に、バリアフリー対
応の散策道ウエルカムストリートやトイレなどが整備され
ている。森林内に涌出する「神泉水」は、名水として有名。

●6
城峯公園〈map・C-3〉
神川町矢納1277・☎0495-77-0703（神川町経済観光課）

買食見
遊泊

約600本の冬桜が10月下旬から12月上旬まで咲き、最盛
期にはライトアップが行われる。公園内にはキャンプ場
もある（要予約）。冬桜の開花期間中は農産物も販売。

●7
道のオアシス神泉農産物直売所〈map・C-3〉
神川町下阿久原110・☎0274-52-3332・●休不定休

買食見
遊

採れたて新鮮野菜がおすすめ。4月には隣接する秩父
瀬神流パークで桜を見ながらバーベキューもできる。
食堂の下久保ダムカレーがイチ押し。

●8 県立神川げんきプラザ〈map・C-3〉
神川町池田756・☎0495-77-3442・●休月（祝日は開所） 体遊泊

キャンプをしながらネイチャークラフトなど様々な体験が
できる。（5名以上の団体で利用可。施設利用は要予約）

●9 かみかわ館農産物直売所〈map・C-3〉
神川町八日市10-1・☎0495-77-0355・●休年末年始 買

梨（8月～12月）、きゅうり、トマト、くじゃく草がおすすめ。

●10 美里万葉の里農産物直売所〈map・D-3〉
美里町猪俣2321-1・☎0495-76-2104・●休年末年始 買

きゅうり、ブルーベリー、しいたけ、なすがおすすめ。
付近でポピーまつり（5月）も開催される。

●11 美里町のフレッシュ果実〈map・D-3〉
美里町内・☎0495-76-5133(美里町観光協会)／☎090-8890-8517(観光農園専用ダイヤル) 体買食

6月中旬～9月上旬にかけてブルーベリーの摘み取り体
験ができる（団体の場合要予約）。

●12
本泉交流拠点施設　遊楽荘〈map・C-3〉
本庄市児玉町元田375-4・☎0495-73-0011・●休水曜日・年末年始

体買食
遊湯

お食事やお風呂、かわいいウサギとの触れ合いを楽し
めるほか、カラオケ設備、バーベキュー広場、ピザ窯、レ
ンタサイクルを完備している。

●13 アグリパーク上里（農産物直売所）〈map・C-2〉
上里町大字勅使河原1000-7・☎0495-33-6871・●休年末年始 買食

トマト、梨（8月～12月）、いちご、とうもろこしがおすす
め。フードコートが併設されている。

●14 JAくまがやふれあいセンター大里店〈map・E-4〉
熊谷市津田新田816・☎0493-39-5574・●休年末年始 買食

直売所内に、地粉うどんやまんじゅうが味わえる農村レ
ストランがある。

●15
JAくまがやふれあいセンター江南店、農村レストラン「なご味」〈map・E-3〉
熊谷市樋春155ほか・☎048-536-4445（ふれあいセンター）／☎048-536-8799

（なご味）・●休月（レストラン営業は11:00～14:00、売り切り次第終了）
買食

ブルーベリー（6～9月）、栗（9～10月）、地場産大豆
100%の豆腐、炭酸まんじゅうがおすすめ。農村レストラ
ン「なご味」では地粉うどんを提供する。

●16 熊谷うどん〈map・E-3〉
熊谷市内・☎048-588-1321（熊谷市農業振興課）・●休店舗により異なる 食

小麦の大産地熊谷市で、地粉を使ったうどんが味わえ
る店が15軒ある。

●17 JAくまがやふれあいセンター箱田店〈map・E-3〉
熊谷市箱田5-9-18・☎048-522-2587・●休年末年始 買

熊谷産のうまい米！地元新鮮野菜の集まる店！是非一度
ご来店下さい！

●18
農村レストラン「くまどん」〈map・E-3〉
熊谷市上川上300・☎048-527-3500・●休第2火

食見遊 熊谷文化スポーツ公園内にある、熊谷産の小麦100％
使用、地元農家との連携で安全・安心なうどんを中心と
したレストラン。ソフトクリームもおすすめ！

●19 JAくまがやふれあいセンター久保島店〈map・E-3〉
熊谷市久保島430-1・☎048-533-8292・●休年末年始 買

熊谷産のうまい米！地元野菜！旬の産地果物！季節の花
が集まる店！

●20
道の駅めぬま・JAくまがやふれあいセンター妻沼店〈map・E-3〉

熊谷市弥藤吾1567-1/熊谷市弥藤吾1566・☎048-567-1212（道の駅）
／☎048-588-0090（ふれあいセンター）・●休第1水（道の駅）

買食見 ふれあいセンター（直売所）ではやまといも、にんじん、
ねぎ、かぶがおすすめ。レストランでは麦とろ御膳、ねぎ
を使ったジェラートアイスが人気。

●21
あけと農産物直売所〈map・E-3〉
深谷市上増田378・☎048-551-5125・●休火（祝日は営業）と年末年始

（12月31日～1月4日）
買

瓦の出来る沖積土で作った深谷ねぎをはじめ、きゅう
り、人参、キャベツ、大根、ブロッコリー、ほうれん草や

「あけとまんじゅう」を販売している。

●22
JAふかやグル米ハウス〈map・E-3〉
深谷市東方2118-1・☎048-573-5311・●休年末年始（12月31日～1月4日） 買

地元産はもちろん、全国各地の美味しいお米を販売
中。切花も種類豊富な品揃え。冬期（11～3月頃）の深谷
ねぎは全国発送も承ります！

●23 深谷の煮ぼうとう〈map・D-3〉
深谷市内・☎048-575-0015（一般社団法人深谷市観光協会）・●休店舗により異なる

食
　店舗により異なる扌

深谷の名物「煮ぼうとう」。お越しの際は、是非お召し上
がりください。

●24 道の駅おかべ〈map・D-3〉
深谷市岡688-1・☎048-585-5001・●休無休

買食見 ブロッコリーや深谷ねぎ、6月にはとうもろこし『味来』な
ど新鮮野菜を取り揃えている。

●25 深谷グリーンパーク（アクアパラダイス パティオ）〈map・D-3〉
深谷市樫合763・☎048-574-5000・●休火（7・8月は無休）

体買食
見遊

公園内では四季折々の花々が咲き、球根掘りや野菜の収穫体
験もできる。温水プールのほか、花や農産物の直売所がある。

●26
道の駅かわもと・JAふかや川本農産物直売所〈map・D-3〉

深谷市長在家1279-2・☎048-583-6120（直売所）・●休年末年始（12月31
日～1月4日）（直売所）

買
新鮮地場産野菜、切花、特別栽培の認証を受けた「重忠
米・重忠味噌」が大好評販売中！週末はお得なイベント
を多数開催予定！

●27 六堰頭首工（ろくせきとうしゅこう）〈map・D-3〉
深谷市永田3-5・☎048-579-2640（管理所）・●休土・日・祝日 見

穀倉地の水を支える荒川の頭首工施設（堰）や魚道の
見学ができる。（団体の場合要予約）

●28
埼玉県農林公園〈map・D-4〉
深谷市本田5768-1・☎048-583-2301（公園）／☎048-583-6121（直売所）／
☎048-583-6139（うどん店）・●休第2・4火（祝日を除く）、12月29日～1月3日

体買食
見遊

農産物収穫体験や木育ひろばを通して土や木のぬくも
りを感じる。農産物直売所や、地粉うどん店・ガーデニン
グ専門店・ジェラート店・ピザ店も人気。

●29
JAふかや男衾農産物直売所〈map・D-4〉
寄居町富田114-1・☎048-582-0909・●休年末年始（12月31日～1月4日） 買

「良いものをより安く」がモットー。鮮度抜群の野菜、切
花が大好評です。特にしいたけ、きゅうり、トマトはおす
すめ。水曜はお米の特売も開催中です！

●30
道の駅はなぞの・JA花園農産物直売所〈map・D-3〉

深谷市小前田458-1（道の駅）／深谷市小前田553（直売所）・☎048-584-5225（道の駅はな
ぞの／☎048-584-1364（直売所）・●休道の駅：年中無休／直売所：無休（年末年始は除く）

買食見
遊

2017年5月に道の駅がリニューアル。深谷の魅力あるお
土産や贈物に喜ばれる品の他焼きたてパンも販売。直
売所の広い敷地は野菜・花植木がいっぱい！

●31
JAふかや用土農産物直売センター〈map・D-3〉
寄居町用土831・☎048-584-2110・●休年末年始（12月31日～1月4日） 買

品質にこだわった野菜に加え、植木、盆栽、園芸資材の
販売が特徴。夏はスイカ、冬は干し大根が大好評。お酒
の販売も始まりました。是非お立ち寄りください！

●32
JAふかや寄居農産物直売所〈map・D-3〉
寄居町寄居1658・☎048-581-1896・●休水・年末年始（12月31日～1月4日） 買

地元寄居産の梅、みかんは特にオススメ！地元農家が自
信を持って販売するきゅうり、トマトも大好評。お近くに
お越しの際は是非お立ち寄り下さい！

●33 日本の里風布館〈map・D-4〉
寄居町風布74・☎048-581-5341・●休不定休

体買食
見遊

手打ちのうどんがおすすめ！風布のみかんを使った手作
りスイーツもあります！ＢＢＱ・川遊びも楽しめる。

●34 風布・小林みかん山〈map・D-4〉
寄居町風布・小林地区・☎048-581-3012(寄居町観光協会) 買食

日本の里100選、日本名水百選「日本水・風布川」をのぞ
み、みかん栽培400年の歴史を誇るみかん園。

●35 寄居町観光協会駅前案内所〈map・D-4〉
寄居町寄居1133-24・☎048-581-3012・●休月 買

新鮮野菜・梅干し、こんにゃく、地酒、その他各種おみや
げ、昔なつかしいお菓子など用意している。

●36 寄居町特産品等販売施設〈map・D-4〉
寄居町小園12・☎048-581-2684・●休月・火、冬季は閉鎖 買

ＢＢＱ用の炭や着火剤、アイスクリーム、ロックアイス、
川遊び用品やこども用おもちゃなど用意している。

●37 県立川の博物館〈map・D-4〉
寄居町小園39・☎048-581-7333・●休月（祝日の場合開館）

体買見
遊

川や水と人々の暮らしとの関わりについて学ぶことが
できる体験型の博物館。

●1 JA埼玉中央東松山農産物直売所『いなほてらす』〈map・E-5〉
東松山市下青鳥714-1・☎0493-24-3157・●休第2木曜日（祝日除く）,年末年始 買食

地元の新鮮野菜・果物の他、新直売所には、フードコート
が併設され、地元農産物を使った食事が楽しめます。

●2 東松山市東平の梨狩り〈map・E-4〉
東松山市東平・☎0493-23-3344（東松山市観光協会）、☎0493-24-2630（東平梨組合） 買食

東平地区に20軒あまりの梨狩り園・直売農家がある。（9
月～10月）

●3 JA埼玉中央滑川農産物直売所〈map・E-4〉
滑川町羽尾1348-1・☎0493-56-2535・●休火 買

新鮮な農産物や豊富な切り花が魅力。加工品も豊富に品揃え。
4月頃から販売されるタケノコが人気。森林公園南口から近い。

●4 国営武蔵丘陵森林公園〈map・E-4〉
滑川町山田1920・☎0493-57-2111・●休年末年始、1月の第3・4月

体買食
見遊

広大な敷地でアスレチック、サイクリングや四季折々の花
が楽しめる。環境学習などのプログラムも実施。（要予約）

●5 谷津の里〈map・E-4〉
滑川町上福田2132・☎0493-56-6906（滑川町産業振興課）,☎0493-56-5055（いちご狩り）・●休年末年始

体買食
見遊

里山の自然空間の中で農業体験ができる市民農園のほか、いちごやブルーベ
リー狩りが楽しめる農園もある。点在するため池の周辺をのんびり散策できる。

●6
伊古の里〈map・E-4〉
滑川町伊古1846-1・☎0493-57-0505（伊古の里管理組合）／☎0493-
56-6906（滑川町産業振興課）・●休月・火・年末年始

体買食
見遊

農産加工体験ができる施設、地粉を使った手打ちうど
んを提供している農家レストラン（土・日営業）、里山や
ため池の自然空間を利用した散策路を楽しめる。

●7 観光果樹園ふるさとのブルーベリー狩り〈map・E-4〉
嵐山町大字古里215・☎0493-63-1970（中村GS） 体買食

遊休桑園だった丘陵地を利用したブルーベリー摘み取
り農園。丘の上からの眺めは最高。（6月下旬～8月下旬）

●8 ふれあい市民農園しかむら〈map・E-4〉
嵐山町大字志賀936・☎090-4452-0731（大野敏行） 体買

1区画50㎡、区画数約134区画、平らな耕地で日当たり抜群。
秋には農園の一部を観光芋掘り農園としても利用している。

●9 JA埼玉中央嵐山農産物直売所〈map・E-4〉
嵐山町千手堂686-1・☎0493-62-6596・●休水 買

地元産新鮮野菜や花がいっぱい。3月頃からのらぼう菜の販売が始まる。味彩工房の加工品
（まんじゅう、かりんとう）もおすすめ。近くには嵐山渓谷、県立嵐山史跡の博物館がある。

●10
千年の苑ラベンダー園〈map・E-4〉
嵐山町鎌形2911・☎0493-59-6671（嵐山町農政課）・●休開花期は無休

体買食
見遊

2019年6月に日本最大級のラベンダー園が誕生します。約8ヘクタールに約5
万本のラベンダーが咲き誇る景色と癒しの香りは圧巻です。約１か月の開花
期にはラベンダーまつりを開催し、数多くの飲食・物販店が出店します。

●11
めんこ61味菜工房〈map・E-4〉
嵐山町千手堂690-1・☎0493-62-8062（店舗）,0493-59-6671（嵐山町農
政課）・●休月～金（祝日は営業）

買食
幻の粉といわれる農林61（嵐山産）100％の手打ちうどん
店が土日・祝日限定で営業します。誰もが食べ育ってきた
昔ながらのうどんです。営業：毎週：土日・祝日11時～14時

●12 道の駅おがわまち・埼玉伝統工芸会館〈map・D-4〉
小川町小川1220・☎0493-72-1220・●休月（祝日の場合翌日休）

体買食
見

手わざ、伝統に育まれた温もりを伝える道の駅。（体験
は団体の場合要予約）

●13 JA埼玉中央小川農産物直売所〈map・D-4〉
小川町下横田676-1・☎0493-74-3396・●休火 買

豊かな自然の恵みを受けて育った、四季折々の農産物を提供している。旬の山
菜やきのこ類。毎週日曜日には、手作りまんじゅうの実演販売が行われている。

●14 県立小川げんきプラザ〈map・D-4〉
小川町木呂子561・☎0493-72-2220・●休月（祝日は開所）

体遊泊 広い敷地に宿泊施設や活動センターがある。プラネタリウム鑑賞や各種野
外活動、自然体験ができる。（5名以上の団体で利用可。施設利用は要予約）

●15
JA埼玉中央川島農産物直売所〈map・E-5〉
川島町南園部239-1・☎049-297-0522・●休水（祝日は営業）,年末年始 買

川越藩のお蔵米、いちご、トマト、きゅうり、いちじくの販売な
ど、年間を通して新鮮、安価な農産物の提供に努めている。

「かわじまみそ」などの加工品や切り花、鉢花なども豊富。

●16 平成の森公園〈map・F-5〉
川島町下八ツ林920・☎049-297-5701 見遊

春は町のシンボルである花菖蒲と、日本一長いバラの
トンネルを楽しむことができる。

●17
道の駅いちごの里よしみ・JA埼玉中央吉見農産物直

売所（ストロベリーハウス）〈map・E-4〉
吉見町久保田1737ほか・☎0493-53-1530（道の駅）／☎0493-54-8727（直売所）

体買食
見遊

野菜、手作りみそ、いちごの販売や地粉うどんが食べられる
食事処がある。うどん打ちやジャムづくり体験もできる（要
予約）。付近の休耕田を活用したコスモス畑は関東最大級。

●18 吉見のいちご狩り〈map・E-4〉
吉見町内・☎0493-54-1511（吉見町農政環境課） 買食

1月～5月町内でいちご狩りが楽しめる。いちご街道の
直売も人気。

●19
JA埼玉中央鳩山農産物直売所〈map・E-5〉
鳩山町石坂1014-1・☎049-296-0053・●休木・年末年始 買

地元産米、野菜、果物、しいたけ、漬物、卵、手作りまんじゅ
う、切り花、特産大豆を使った加工品を販売。近くのお
しゃもじ山公園は、4月は桜、5月は山つつじが咲き誇る。

●20 鳩山町農村公園〈map・E-5〉
鳩山町赤沼1427-1・☎049-296-7410・●休第3月（祝日の場合は翌日）12月29日～1月3日

体見遊 都市と農村住民の交流の場。里山風景や芝生広場・親
水池がある癒しの空間。体験農場もある。

●21 鳩豆工房旬の花〈map・E-5〉
鳩山町熊井76-1・☎049-296-1551・●休木（祝日は営業）12月29日～1月4日 買食

地元産黒大豆を使用した「鳩豆うどん」が味わえるほ
か、味噌、豆腐、まんじゅうも販売している。

●22 高野倉ふれあい自然公園〈map・E-5〉
鳩山町高野倉444-1・☎049-296-5895（鳩山町産業振興課） 見

樹齢400～600年といわれる「イチイガシの大木」の壮
大な姿に圧倒される。周辺は里山の原風景。

●23
ふれあいの里たまがわ〈map・D-5〉
ときがわ町玉川4359-2・☎0493-65-1171・●休年末年始 買

ときがわ産農産物、工芸品などを取り扱う。おすすめは町が特産
品としてＰＲしている「のらぼう菜」「青なす」「原木きのこ」「アピ
オス」など。また「川の広場バ－ベキュ－場」の予約も受付。

●24 木のむら物産館・JA埼玉中央都幾川農林産物直売所〈map・D-5〉
ときがわ町関堀188-1・☎0493-65-0950・●休木 買

木の温もりが感じられる農林産物直売所。新鮮な地元農林産物を
取り揃えている。旬ののらぼう菜、原木しいたけ、切り花が人気。

●25 ときがわ花菖蒲園〈map・D-5〉
ときがわ町玉川・☎0493-65-1521（ときがわ町産業観光課) 見

里山に囲まれた風光明媚な土地に8,000株以上の花菖
蒲が見事に咲き誇る。（6月上旬～中旬）

●26 都幾の湯・都幾川四季彩館〈map・D-5〉
ときがわ町別所556-1・☎0493-65-5515・●休毎月第一水曜日（祝日の時は第二水曜日） 見遊湯

都幾川の三波（さんば）渓谷沿いにある日帰り温泉施
設。風景を楽しみながら周辺の散策もできる。

●27 いこいの里大附、大附のみかん狩り〈map・D-5〉
ときがわ町大附425ほか・☎0493-65-0322・●休木・年末年始,盆休み（いこいの里）体買食

そば打ち体験（要予約）、手打ちそば・うどん、農産物・工芸
品の販売。大附みかん園（10月中下旬～12月下旬）もある。

●28 奥畑ふるさと農園〈map・D-5〉
ときがわ町大字西平・☎0493-65-1521（ときがわ町産業観光課) 体遊

町内外を問わずご利用可能な貸し農園で農作物を栽培できる。
農機具の貸出し、管理棟があり、トイレ休憩所が完備されている。

●29
やすらぎの家、建具会館〈map・D-5〉
ときがわ町大字西平720-1（やすらぎの家）／ときがわ町大字西
平709-3(建具会館）・☎0493-67-0800（やすらぎの家）／☎0493-67-
0049(建具会館)・●休火（やすらぎの家）・年末年始・盆休み

体買食

建具会館扌　

築100年以上の古民家で味わう地粉うどんが絶品。うど
ん打ち体験も（要予約）。建具会館では温かみのある家
具、工芸品、農産物などを販売している。

●30 大野特産物販売所〈map・D-5〉
ときがわ町大野86-1・☎0493-67-0270・●休年末年始 買食

八角形の個性的な建物が目印。風味豊かな椎茸、ゆず、
お茶の他、山菜、野菜を販売。

●31
くぬぎむら体験交流館、ときがわの巨木めぐり〈map・D-5〉
ときがわ町大字椚平179-2・☎0493-67-1571（くぬぎむら体験交流
館）・●休水・年末年始・盆休み

体買食
見

廃校になった小学校をリニューアル。郷土料理体験や木工体験ができ
る。食事のみも可。体験は要予約。近くにあるロウバイなど7種の花の開
花スポット「くぬぎの七曲」や町内の巨木めぐりも合わせて楽しみたい。

●32 木のむらキャンプ場〈map・D-5〉
ときがわ町大野1440・☎0493-67-0850・●休 11月～3月 遊泊

渓谷沿いの緑の木々に囲まれ、川遊びやバーベキュー
が楽しめる。バンガローも利用できる。（要予約）

●33
堂平天文台「星と緑の創造センター」〈map・D-5〉
ときがわ町大野1853・☎0493-67-0130（創造センター）／☎080-2373-
8682・●休 12月末～2月は閉館

体見遊
泊

天文台・テント扌　
以外の施設　　　

堂平山頂の旧国立天文台を改修した施設。関東平野を一望
できる夜景も美しい。宿泊施設（要予約）やハイキングコー
スがある。星空観望会（要予約）も定期的に開催している。

●34 雀川砂防ダム公園〈map・D-4〉
ときがわ町大字日影636-1・☎0493-65-1521（ときがわ町建設環境課) 見遊

緑豊かな山並みと雀川の清らかな水に囲まれた公園。「お花見・イベ
ント広場」、「渓流広場」、「展望広場」の3つのゾーンに分かれている。

●35 JA埼玉中央東秩父農産物直売所〈map・D-4〉
東秩父村御堂441・☎0493-82-0753・●休水 買

季節の野菜、果実をはじめ、手作りまんじゅう、プラム、みかんを使った
ジャムなどを販売。うどん、そば、おやき、イワナの舌つづみもおすすめ。

●36 東秩父村和紙の里〈map・D-4〉
東秩父村御堂441・☎0493-82-1468・●休年末年始

体買食
見

手漉き和紙づくりの体験（団体の場合要予約）・見学のほか、各種和紙
製品が買える。食事処や、そば・うどん打ち体験施設（要予約）もある。

●37
東秩父のみかん狩り〈map・D-4〉
東秩父村大内沢・☎0493-82-1041（大内沢観光みかん園協会）、☎
0493-82-0827（堂平農業生産振興組合）・●休期間中は無休

買食
大内沢観光みかん園で、10月の第3日曜日～12月初旬
に楽しめる。みかんはほどよい酸味が人気。

●38
彩の国ふれあい牧場（秩父高原牧場内）〈map・D-4〉
東秩父村坂本2949-1ほか・☎0493-82-1500・●休月（売店は4～11月の
土日祝日のみ営業）

体買見
遊

関東平野を一望できる眺望がすばらしい。ヤギやうさぎ、羊と
ふれあえるコーナーや売店もある。アイス・バターなどの乳製
品作りにも挑戦しよう。５月中旬には５ｈａのポピーが咲き誇る。

●39 伊佐沼農産物直売所、伊佐沼庵〈map・F-5〉
川越市鴨田922-1・☎049-226-3780・●休月（祝日の場合翌日休）・年末年始 買食

野菜・米をはじめ、卵や豚肉、手作りハムなど、様々な川越産農産物が並ぶ。
古民家を改築した農村レストラン「伊佐沼庵」では地粉うどんが味わえる。

●40 あぐれっしゅ川越〈map・F-5〉
川越市城下町45-3・☎049-227-0831・●休第3水曜・年始 買

新鮮な野菜や米、花などがおすすめ。

●41 川越のいも掘り〈map・E-6〉
川越市内・☎049-227-8233（小江戸川越観光協会） 体

本場の川越のいも掘りが体験できる。（9月上旬～11月
中旬）

●42 農産物直売所「福菜」〈map・E-6〉
川越市上松原1699・☎049-238-8800・●休土日のみ営業 買

20代～50代の若い農家の担い手グループが自慢の地
場産野菜を提供している。

●43 JAいるま野松井農産物直売所〈map・F-7〉
所沢市上安松1298・☎04-2968-5671・●休第3水・年末年始 買

米、野菜、お茶、切り花を販売。

●44 狭山丘陵いきものふれあいの里〈map・E-7〉
所沢市荒幡782ほか☎04-2939-9412（いきものふれあいの里センター）・●休月（祝日の場合翌日休）（同センター） 体見

センターエリアのほか、水鳥の楽園等5カ所のスポット
からなる自然の展示施設。

●45 ＪＡいるま野所沢西農産物直売所〈map・E-7〉
所沢市小手指南2-14-3・☎04-2948-9188・●休水・年末年始 買

米、野菜、お茶、切り花を販売。

●46 所沢の観光農園〈map・E-7〉
所沢市内・☎04-2998-9155（所沢市観光協会） 買食

ぶどう、ブルーベリー、梨、栗、さつまいも、いちごなど
季節を通じて果物狩りができる。

●47 イルマタマゴ直売所〈map・E-7〉
所沢市小手指町1-38-3・☎04-2922-6111・●休日・祝日 買

地場産の地たまごを販売。

●48 corot〈map・E-7〉
所沢市山口2040・☎04-2930-4202・●休特になし 体泊

農業体験が出来る宿泊施設

●49 飯能市ふれあい農園〈map・D-6〉
飯能市井上54-2・☎042-978-0327・●休火

体買食
見 ➡一部

バーベキュー・石窯ピザ焼き体験・春はじゃがいも掘り・夏はブルーベリー摘み・
秋は栗ひろいなど自然の中でご家族や友達と美味しい食の体験ができます。

●50
JAいるま野飯能農産物直売所〈map・E-6〉
飯能市栄町10-10・☎042-973-8770・●休火（祝日の場合営業）・年末年
始

買
地場産中心の新鮮野菜や切り花。店内には、おにぎり・
パン・お菓子を販売。特に豆大福が大人気。道の港「ま
るたけ」の海産物も一部取り扱っております。

●51 木楽里（きらり）〈map・D-6〉
飯能市井上138・☎042-970-2007・●休火 体買

埼玉県特産の西川材を使って、木製品を自分で作ることができる
工房。木のぬくもり、作る楽しさを実感できる。（体験は要予約）

●52
休暇村奥武蔵〈map・D-5〉
飯能市吾野72・☎042-978-2888

体買食
遊湯泊

平成30年7月に地元「西川材」を随所に用いた全室バル
コニー付きの客室棟を増築。併設するログハウス1棟ワ
ンちゃんも宿泊可能。

●53 県立名栗げんきプラザ〈map・D-5〉
飯能市上名栗1289-2・☎042-979-1011・●休月（祝日、7・8月を除く）

体遊泊 豊かな自然の中で、宿泊しながら体験活動ができる。プラネタリウ
ムの投影もあり。（5名以上の団体で利用可。施設利用は要予約）

●54
西山荘笑美亭〈map・D-6〉

飯能市上名栗1753・☎042-979-0164
体買見
遊湯泊

地元西川材をふんだんに使った木組みの宿。全国のエコ
ツーリズムモデル地区に選定された「名栗エコツアー」に
は是非参加したい。オーナー自ら仕込む味噌は絶品！

●55 名栗カヌー工房〈map・D-6〉
飯能市下名栗1817-9・☎042-979-1117（NPO法人名栗カヌー工房）・●休水 体買遊

名栗湖畔でオリジナルのカヌーを製作できる。レンタルカヌーが
あり、カヌー教室も開催している。木製品のおみやげも買える。

●56 レイクサイドテラス名栗湖〈map・D-6〉
飯能市下名栗1830-4・☎042-979-0995・●休火（冬期は土・日・月のみ営業） 買食

湖畔のテラスからは、湖と山々の四季折々の彩を楽しめる。
また地元の郷土料理が楽しめるほか、物産品も購入できる。

●57 飯能市農林産物加工直売所〈map・D-6〉
飯能市下名栗607-1・☎042-979-0010・●休水（祝日は営業）

買食
一部扌　

直売所では、地場産新鮮野菜や名栗まんじゅうやルバーブジャム
が人気。土・日にはおかあさんの手作りお惣菜が喜ばれている。

●58
さわらびの湯〈map・D-6〉
飯能市下名栗685・☎042-979-1212・●休第１水（祝日の場合は翌日） 遊湯

鳥の声と川のせせらぎを楽しみながら入浴できる日帰
り温泉。地元木材（西川材）が使われた館内は心安らぐ
癒しの空間。木工品などのお土産も購入できる。

●59
狭山茶処〈map・E-7〉
入間市、所沢市、狭山市ほか県内全域・☎048-829-3443（埼玉県茶業
協会）／☎04-2934-7711(アリット)・●休月・第4火・祝日の翌日（アリット）

買食見
新茶の季節（5月）に茶畑は見頃を迎え、新茶まつりも開
催される。周辺ではおいしい狭山茶が買える。入間市
博物館「アリット」では狭山茶の歴史が学べる。

●60
さいたま緑の森博物館〈map・E-7〉
入間市宮寺889-1・☎04-2934-4396（博物館案内所）・●休月（祝日又は県民
の日を除く）、祝日の翌日（土・日・祝日を除く）、12月29日から1月3日まで

体遊
狭山丘陵の自然そのものを展示物とした施設。散策路
では湿地や雑木林の自然に親しめる。お米作り体験や
雑木林管理作業体験など、各種イベントを開催。

●61 狭山茶農業協同組合直売所〈map・E-6〉
入間市豊岡1-15-13・☎04-2962-3644・●休土・日・祝日 買

狭山茶、地元の新鮮野菜の販売。

●62 ＪＡいるま野入間農産物直売所〈map・E-6〉
入間市小谷田4-6-11・☎04-2964-5311・●休日 買

入間市産を中心とした新鮮な野菜、花の他、特産品の
狭山茶が人気の直売所です。

●63 狭山のぶどう狩り〈map・E-6〉
狭山市内・☎04-2959-3651（狭山ぶどう組合） 体買食

秋の味覚の狭山ぶどうが家族で楽しめる。（団体の場合
要予約）

●64 あぐれっしゅげんき村〈map・E-6〉
狭山市大字堀兼2085-1・☎04-2957-0831・●休第3水・年末年始 買食

地元新鮮野菜をはじめ、狭山茶は100種類以上。里芋コロッケな
どの地元野菜を使ったお惣菜や焼きたてパンが大人気です。

●65 いるマルシェ〈map・F-6〉
富士見市山室1-1313ららぽーと富士見内・☎049-257-6541・●休無休 買

地元野菜や農産加工品をはじめＪＡいるま野管内の特色ある農
産物や特産品を集めたＪＡいるま野のアンテナショップです。

●66 JAいるま野坂戸農産物直売所〈map・E-5〉
坂戸市千代田1-4-14・☎049-281-1581・●休火・年末年始 買

米、野菜、茶を販売。

●67 JAいるま野鶴ヶ島農産物直売センター〈map・E-5〉
鶴ヶ島市高倉84-1・☎049-285-3433・●休金・年末年始 買

米、野菜、茶、植木、切り花を販売。

●68 ＪＡいるま野カインズ鶴ヶ島店直売組合〈map・E-5〉
鶴ヶ島市三ツ木新町1-1-13・☎049-286-6111・●休 1月1日 買

米、野菜、茶、植木、切り花を販売。

●69 JAいるま野高萩南農産物直売所〈map・E-6〉
日高市中沢189-1・☎042-989-9574・●休月（祝日は営業）・年末年始 買

米、野菜、茶、植木、切り花を販売。

●70 あぐれっしゅ日高中央〈map・E-6〉
日高市猿田77-1・☎042-989-9161・●休水（祝日は営業）・年末年始 買

人気の大型直売所。米、野菜、茶、植木、切り花を販売。
栗、ブルーベリーなどのジェラートアイスもおすすめ。

●71
巾着田〈map・E-6〉
日高市高麗本郷125-2・☎042-982-0268（巾着田管理事務所）、☎042-
989-2111（日高市産業振興課）

見
日高市のシンボル日和田山からは巾着の形が見ること
ができる。秋の彼岸には500万本の曼珠沙華が赤い絨
毯の様に咲きとても美しい。

●72
JAいるま野高麗川マロン直売所〈map・E-6〉
日高市南平沢1042・☎042-986-0751（期間中のみ）☎042-989-4357

（JAいるま野西部資材センター）・●休 9月上旬～10月中旬のみ営業
買

日高市特産の高麗川マロン（栗）を販売。

●73 あぐれっしゅふじみ野〈map・F-6〉
ふじみ野市うれし野2-4-1・☎049-263-5637・●休第3水・年末年始 買食

店内では食育ソムリエによる地場野菜を使用した調理方法や珍
しい野菜の簡単でおいしい食べ方などをご案内しております。

●74 いも街道〈map・F-6〉
三芳町上富・☎049-258-0019（三芳町観光産業課） 体買食

平地林の落ち葉堆肥で愛情を込めて栽培した「富の川
越いも」が買える。（9月中旬～10月中旬）

●75
三富地域の農村景観〈map・F-6〉
川越市、所沢市、狭山市、ふじみ野市、三芳町☎049-242-1808（さんと
めねっと事務局）・●休土・日・祝日・年末年始（さんとめねっと事務局）

体見
江戸時代から落ち葉堆肥を利用した循環型農業を営む。短
冊状の地割り区画を見ることができ、旧島田家住宅（三芳
町）の見学が可能。「さんとめねっと」の交流イベントも好評。

●76 かまきた直売所〈map・E-5〉
毛呂山町大谷木348-5・☎049-295-2155・●休月 買

野菜、ゆず、切り花、加工品を販売。

●77 JAいるま野毛呂山農産物直売所〈map・E-5〉
毛呂山町岩井西2-23-1・☎049-295-3008・●休水・年末年始 買

米、野菜、茶、ゆずを販売。

●78 特産の里直売所〈map・E-5〉
毛呂山町滝ノ入295・☎049-294-1007・●休日曜日午後のみ営業 買

野菜、ゆず、切り花、加工品を販売。

●79 毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場〈map・D-5〉
毛呂山町滝ﾉ入585・☎049-294-8812・●休 2月 遊泊

充実した施設でのバーベキュー、石窯を利用したピザづくり、
豊かな自然、川遊びが楽しめる。日帰り利用も可能。（要予約）

●80 桂木ゆずオーナー〈map・D-5〉
毛呂山町滝ノ入地内・☎049-295-2112（毛呂山町産業振興課） 買食

ゆずの樹のオーナーとなってゆず狩りができる。青ゆ
ずは8月から、黄ゆずは11月から収穫可。

●81
ゆうパークおごせ〈map・D-5〉
越生町上野3083-1・☎049-292-7889・●休木

体買食
湯泊

車椅子入浴には未対応扌　

健康づくりのリフレッシュリゾート。12種類のお風呂、キャン
プ場、季節にはきのこやわらびなど地元の農林産物も販売。

●82 越生ふれあいの里山〈map・D-5〉
越生町上野・☎042-973-5620（川越農林振興センター林業部） 見遊

森林と人との共生モデル林。森との様々なふれあいの
場を提供する。

●83 越生町観光案内所ＯＴＩＣ〈map・D-5〉
越生町越生790・☎049-292-6783・●休年末年始 買

越生の農産物販売のほか、ハイキングや観光の拠点施
設

●84 JAいるま野越生農産物直売所〈map・E-5〉
越生町西和田45・☎049-292-7382・●休水・年末年始 買

米、野菜、茶、梅、ゆずなどの農産物を中心に販売。

●85 うめその 梅の駅〈map・D-5〉
越生町小杉308-1・☎049-292-3100・●休年末年始 買

町の特産である梅、ゆずのほか、地元の新鮮農産物や加工品を販
売。6月には梅フェア、12月にはゆずフェアの会場となっている。

●86 越生の梅オーナー〈map・D-5〉
越生町津久根・☎049-292-1451（越生町観光協会） 買食

4種類約100本の梅の木が植えられている。1本15,000円で梅オー
ナーになることができ、梅の収穫が楽しめる。（収穫時期は6月）。

●87 越生梅林〈map・D-5〉
越生町堂山・☎049-292-3121(越生町産業観光課） 見

関東三大梅林のひとつ。2月中旬～3月下旬まで梅まつ
りを開催する。

●88 朝霞市浜崎農業交流センター〈map・F-7〉
朝霞市大字浜崎18-2・☎048-473-1504（朝霞市浜崎農業交流センター）・●休月・火・木・金 買

農家と消費者の交流の場。100％朝霞市産野菜を販売
しています。

●89
志木市役所「アグリシップしき」〈map・F-6〉
志木市中宗岡１–１–１・☎048-473-1111（志木市産業観光課）・●休「アグ
リシップしき」6月、11月～１2月に3週間開催。

買
志木市産の新鮮な農産物を販売している。また、志木
市の古代米を使ったパンやお菓子などの加工品も並
ぶ。

●90 JAあさか野和光市農産物直売センター〈map・F-7〉
和光市丸山台1-7-9・☎048-461-0850・●休水・年末年始 買

地元生産者の顔が見える農産物・色とりどりの花の生産・販売
を合言葉とし、JAあさか野が販売している。鮮度と味が自慢。

●91 新座市片山農産物直売所〈map・F-7〉
新座市堀ノ内1-9-16・☎048-482-1136・●休土・日のみ営業 買

生産農家が対面販売をしている。お買い物の際は、農
家との交流もお楽しみいただける。

●92
JAあさか野新座農産物直売センター〈map・F-7〉
新座市野火止6-1-48（ふるさと新座館1階）・☎048-483-7200・●休月・年
末年始

買
地元生産者の顔が見える農産物・色とりどりの花の生
産・販売を合言葉とし、JAあさか野が販売している。鮮
度と味が自慢。

●93 新座のぶどう狩り〈map・F-7〉
新座市内・☎048-424-9605（新座市経済振興課）・●休シーズン中無休 買食

4か所の農園でぶどう狩りが楽しめる。（8～9月）

秩 父 エリア 東 部 エリア

中 央 エリア

北 部 エリア

西 部 エリア

●1
大宮花の丘農林公苑〈map・F-5〉
さいたま市西区西新井124・☎048-622-5781・●休月・火・木・金（野菜直
売）、年末年始

体買食
見遊

四季折々のお花畑。花の食品館では地元農産物や季節
の花の直売や、レストラン（月・火は休）もある。

●2 JAさいたま大宮緑花木センター〈map・F-5〉
さいたま市北区見沼3-22・☎048-652-0550・●休火・水 買

植木類専門販売の直売所。植木に関することは何でも
お任せください。

●3 JAさいたま大宮ぐるめ米ランド〈map・F-5〉
さいたま市北区日進町2-999-2・☎048-666-6438・●休水,年末年始 買

日進駅近くの直売所。野菜他草花など豊富にとり揃え
ている。週末には、手作りまんじゅうやお赤飯が人気。

●4 田島ケ原サクラソウ自生地〈map・F-6〉
さいたま市桜区（桜草公園内）・☎048-829-1723（さいたま市文化財保護課） 見

桜草公園内に位置し、サクラソウ自生地としては日本唯一
の特別天然記念物指定地として有名。（見頃は4月中旬）

●5
県立歴史と民俗の博物館〈map・F-6〉
さいたま市大宮区高鼻町4-219・☎048-645-8171・●休月（祝日及び振
替休日、県民の日の場合開館）、12月29日から1月1日

体見遊 大宮公園内にある博物館。「ゆめ・体験ひろば」で、藍染
めや、まが玉作りなどの体験ができる。大宮公園駅から
徒歩5分。（体験は団体の場合要予約）

●6
見沼田圃〈map・G-6〉
さいたま市、川口市・☎048-830-4033（県農業ビジネス支援課） 体見遊

芝川と見沼代用水付近に広がる都市近郊の大緑地空
間。各種農業体験や交流イベントを実施しているほか、
県民ふれあい農園や果物狩りなどの観光農園もある。

●7
JAさいたま与野ぐるめ米ランド〈map・F-6〉
さいたま市中央区鈴谷4-12-8・☎048-855-1641・●休水,年末年始 買

地元新鮮野菜が店頭に並び、夏には胡瓜、トマト、ブ
ルーベリー、枝豆、冬には大根、白菜などが人気でお客
様に喜ばれている。

●8 JAさいたま大久保ぐるめ米ランド〈map・F-6〉
さいたま市桜区五関845-1・☎048-852-3140・●休土・日・祝日・年末年始 買

良質のお米が生産される地域にある直売所。特に地元
特栽米コシヒカリが人気。

●9
JAさいたま木崎ぐるめ米ランド（安心感シャキシャキ）〈map・G-6〉
さいたま市浦和区領家4-24-16・☎048-834-2890・●休年末年始 買

　　バリアフリー扌　

埼玉県ふるさと認証食品のおせんべいやおだんごを、
毎日店内加工所で製造、出来立てが味わえます。新鮮
な農産物も大人気。是非ご来店ください！

●10 JAさいたま尾間木ぐるめ米ランド〈map・G-6〉
さいたま市緑区東浦和9-5-12・☎048-873-2006・●休土・日・祝日・年末年始 買

地元新鮮野菜を豊富に取り揃えておりますのでご来店
をお待ちしております。

●11
JAさいたま三室ぐるめ米ランド〈map・G-6〉
さいたま市緑区三室2203・☎048-874-1390・●休土・日・祝日・年末年始 買

見沼田んぼに近接する直売所で地元の新鮮野菜が店
頭に並ぶ。特に肥沃な土地（見沼）で生産される里芋・
八ッ頭が人気の直売所。

●12 岩槻のいちご狩り〈map・G-6〉
さいたま市岩槻区釣上・☎048-798-0072(JA南彩岩槻営農経済センター)・●休期間中無休 買食

3月上旬～5月下旬、釣上地区でいちご狩りが楽しめる。

●13
JA南彩岩槻農産物直売所あさつゆの里〈map・G-5〉
さいたま市岩槻区城南4-1-40・☎048-798-8311（あさつゆの里 ）・●休
年始

買
岩槻区内で朝採りされた新鮮な農産物を販売してい
る。区内生産の特別栽培米「はくつる舞」も販売してい
る。店頭精米もできる。

●14
川口市立グリーンセンター〈map・G-6〉
川口市新井宿700・☎048-281-2319・●休火（祝日の場合翌日）、祝日の
翌日、年末年始

買食見
遊

花と緑に囲まれた憩いの施設。植物園やミニ鉄道など
のレジャー施設もある。

●15
道の駅川口・あんぎょう〈map・G-6〉

川口市安行領家844-2・☎048-296-4021（川口緑化センター樹里安）・
●休 12月31日～1月2日、施設点検のための休館日(7月の1日間、2月の2
日間)。駐車場・トイレの一部及び公衆電話などは24時間ご利用可能

買食

植木の里「安行」にある道の駅。川口緑化センター（樹
里安）では植木や園芸品を販売している。

●16
農事組合法人あゆみ野農協安行園芸センター〈map・G-6〉
川口市安行1159-2・☎048-295-1013・●休年始 買

川口市内最大級の売場面積を誇る植木・草花専門の総合
園芸店。造園職人によるお庭や緑地の設計・施工・管理は個
人様から企業様まで、あらゆるニーズにお応え致します。

●17 JAさいたま安行農産物直売所〈map・G-6〉
川口市安行領家1100・☎048-299-0831・●休無休、臨時休業あり 買

川口市特産の防風（ぼうふう）をはじめとする地元野菜
を中心に花・苗などを販売している。

●18
埼玉県花と緑の振興センター〈map・G-6〉
川口市安行1015・☎048-295-1806・●休年末年始 見

来園者に広く植物を知ってもらうため、梅、桜、椿、ツツ
ジ類など約2,000品種、約4,600本を展示し、園芸相談も
行っている。

●19
鴻巣農産物直売所パンジーハウス・鴻巣うどん「てらや」〈map・F-4〉
鴻巣市寺谷165-3・☎048-596-8122（パンジーハウス）・☎048-596-
6500(てらや)・●休年始

買食
花のまち「こうのす」ならではの高品質・多品種の花々
を中心に、野菜・米・果実など新鮮な農産物を取り揃えて
いる。

●20 鴻巣フラワーセンター〈map・F-4〉
鴻巣市寺谷125・☎048-597-5300・●休土 食見

花の産地にある東日本最大級の花市場。市場内に見学
コースやレストランなどを併設している。

●21
花久の里〈map・F-4〉
鴻巣市関新田343・☎048-569-3811・●休火、年末年始 体買食

旧家の佇まいを残した施設。地元産の新鮮な農産物や
季節の花、野菜苗、特産品等（いがまんじゅう等）を販売
している。地粉うどんも絶品、川幅うどん有

●22
JAさいたま箕田農産物直売所〈map・F-4〉
鴻巣市箕田1356・☎048-596-6445・●休日、祝日、年末年始 買

鴻巣で朝採りされた新鮮で安心・安全で旬な野菜や果
物を販売。5月・6月は常光なす、8月は常光梨、11月は鴻
巣ねぎを販売している。

●23
日本一鴻巣のポピー畑〈map・F-4〉
鴻巣市内（荒川御成橋周辺）・☎048-541-1321（鴻巣市観光戦略課） 見

栽培面積日本一。荒川河川敷に約12.5haのポピーが色
鮮やかに広がる。（5月中旬～6月上旬）隣接する麦なで
しこ畑（1.2ha）も見どころ。

●24
上尾市農産物直売所〈map・F-5〉
上尾市谷津2-123-58・☎048-775-2976・●休日曜、年始、お盆など 買

上尾市農産物直売所では安全で新鮮な野菜を販売し
ている。5軒の農家が当番制で、自分で作った旬の野菜
を販売している。

●25
JAさいたま丸山公園農産物直売所〈map・F-5〉
上尾市畔吉178・☎048-726-3002・●休水、年末年始 買

緑豊かな丸山公園の自然学習館内にある直売所で地
元産を中心に季節折々の新鮮な農産物の販売や季節
に合わせたイベントを開催。

●26 JAさいたまグリーンショップ草加〈map・G-6〉
草加市西町1213-3・☎048-927-1313・●休月、祝日、年末年始 買

国道４号バイパス沿いにある直売所で、草加市で採れた季
節の新鮮野菜を中心に、米や食品を多く取り揃えている。

●27 わらび農産物直売所〈map・G-6〉
蕨市錦町1-1-23・☎048-441-2211・●休土のみ営業 買

新鮮野菜、鉢花、加工品を販売。

●28
彩湖自然学習センター・道満グリーンパーク〈map・F-6〉
戸田市内谷2887・☎048-422-9991（学習センター）／☎048-449-1550

（グリーンパーク）・●休学習センター/第２・４・５月曜（祝日の場合開
館）、毎月末日（土日、祝日の場合開館）、年末年始

体遊
彩湖自然学習センターのみ扌　

彩湖とその周囲に広がる公園でのびのび遊べる。セン
ターでは野鳥観察や季節ごとに様々な体験をお楽しみ
いただける。（要予約）

●29
ＪＡさいたまべに花の郷若宮直売所〈map・F-5〉
桶川市若宮1-6-8・☎048-787-3281・●休水、年末年始 買

地域密着型の直売所で、野菜は鮮度がよく長持ちする
と、お客様にとても喜ばれている。日頃より新鮮な生産
物を提供するよう努力している。

●30
桶川市べに花ふるさと館〈map・F-5〉
桶川市加納419-1・☎048-729-1611（べに花ふるさと館直売所）・●休月（祝
日の場合翌日休）、年末年始

体買食 地粉うどんのほか、陶芸・そば打ちなど様々な体験講座
も開催している。農産物直売所もある。

●31
JAさいたまべに花の郷加納直売所〈map・F-5〉
桶川市坂田964・☎048-728-8431・●休水、年末年始 買

地元農家が丹精を込めて作った色鮮やかな野菜や果
物、お米「コシヒカリ」と「彩のかがやき」がお勧め。新鮮
で安心・安全な農産物をご賞味ください。

●32 桶川の梨狩り〈map・F-5〉
桶川市内・☎048-787-1174（JAさいたま桶川支店） 買食

幸水・豊水などの梨狩り（8～9月）が楽しめる。

●33
北本自然観察公園・自然学習センター〈map・F-5〉
北本市荒井5-200・☎048-593-2891（自然学習センター）・●休月（祝日の
場合翌平日休）（自然学習センター）

体見遊 昔ながらの自然が多く残され、季節ごとに様々な生き
ものを観察できる。

●34
北本市高尾・宮岡の景観地〈map・F-4〉
北本市高尾・☎048-591-1111（北本市環境課） 見遊

県民投票で「緑のトラスト8号地」に選定された同地区
は、貴重な動植物が生息する豊かな自然景観が残さ
れ、周辺で散策が楽しめる。

●35
JAさいたま農産物直売所北本駅前店〈map・F-4〉
北本市北本1-90・☎048-591-1764・●休日、年末年始 買

北本東口駅前という立地で小さな店舗ですが、地場産
の旬な野菜を豊富に取り揃えてお勤め帰りの方にも人
気があり、夕方も活気に満ちている。

●36
JAさいたま地場物産館桜国屋〈map・F-4〉
北本市深井7-265-4・☎048-544-5321・●休水、年末年始 買

地産地消がコンセプトの直売所、新鮮な地元野菜中心
の品揃え、中でも北本トマトは絶品！季節に応じたイベン
トが人気で家族で楽しめる直売所。

●37 地域食材供給施設「北本さんた亭」〈map・F-4〉
北本市深井7-265-4・☎048-580-6883・●休水、年末年始 食

地元産「そば」が挽き立て、打ち立て、茹で立て（さんた
て）で食べられる。

●38 北本市野外活動センター〈map・F-4〉
北本市高尾9-143・☎048-593-0008・●休毎月第4月曜日、年末年始

体遊湯
泊

魅力ある自然環境の中、キャンプや陶芸、クラフトなどが体
験できます。平成30年4月にリニューアルオープンしました！

●39
伊奈町制施行記念公園バラ園〈map・F-5〉
伊奈町小針内宿732-1・☎048-721-2111（伊奈町都市計画課） 見

埼玉県内で最大規模となる、400種5000株を超えるバラ
が植えられており、春と秋の開花シーズンは見事。（春：
5月中旬～　秋：10月下旬～）

●40 無線山・KDDIの森 桜並木〈map・F-5〉
伊奈町小室752-1・☎048-721-2111（伊奈町都市計画課） 見

樹齢70年を超える桜並木は見事。「緑のトラスト保全第
13号地」に指定された樹林地の散策も楽しめる。

●41 ＪＡさいたま四季彩館農産物直売所〈map・F-5〉
伊奈町小室2192-1・☎048-723-6219・●休水、年末年始 買

新鮮野菜の販売。特に産地である梨・ぶどうがおすすめ、全国
配送も承ります。ローズ工房のおまんじゅう・お惣菜が大人気！

●1 利根大堰〈map・E-3〉
行田市大字須加字船川4369・☎048-557-1501（利根導水総合事務所） 見

農業用水や飲料水を支える重要な堰を見学できる。アユやサケ
の遡上時期には大堰自然観察室からその姿を見ることができる。

●2 JAほくさい行田農産物直売所〈map・F-3〉
行田市富士見町1-8-1・☎048-556-2203・●休水 買

梨、さといも、いちご、ハウストマト、いちじく、行田産キ
ヌヒカリ・彩のかがやきを販売。

●3
さきたま古墳公園〈map・F-3〉
行田市埼玉4834（県立さきたま史跡の博物館）／行田市埼玉5239-2（はにわ
の館）・☎048-559-1111（県立さきたま史跡の博物館）／☎048-559-4599（はに
わの館）・●休月（祝日を除く）（博物館）／月（祝日の場合翌日休）（はにわの館）

体見遊

古墳は国の史跡に指定されている。県立さきたま史跡
の博物館ではまが玉づくり、はにわの館では、はにわづ
くりが体験できる。（体験は要予約）。

●4
古代蓮の里〈map・F-3〉
行田市小針2375・☎048-559-0770・●休月(祝日の場合翌日休、蓮の開
花期間は無休）・年末年始

買食見 古代蓮は6月下旬から8月下旬に開花。タワーから蓮池
が一望できる。売店では地元野菜を販売。手打ちうどん
に舌鼓が打てる休憩所もある。

●5 緑のヘルシーロード、水と緑のふれあいロード〈map・E～G〉
行田市～川口市、加須市～宮代町、久喜市～春日部市・☎048-830-4335（埼玉県農村整備課） 遊

見沼田圃や斜面林、見沼代用水の緑と水辺空間を散歩
できる。

●6 JAほくさい騎西農産物直売所〈map・F-4〉
加須市騎西425・☎0480-73-6776・●休火 買

1年を通し、市内の新鮮な農産物（米、野菜、果物等）を販
売。夏になると、市の特産品である「梨、いちじく」の販売も。

●7 埼玉県環境科学国際センター〈map・F-4〉
加須市上種足914・☎0480-73-8363・●休月（祝日の場合は翌日休） 体見

体感型の展示施設で楽しみながら環境問題を理解でき
る。自然観察や散策も楽しめる。

●8 JAほくさい騎西梨撰果所直売所〈map・F-4〉
加須市中種足22-1・☎0480-73-0099・●休営業は8月上旬～9月末（要確認） 買

梨（幸水、豊水、あきづき、埼玉生まれの彩玉等）を販
売。

●9 県立加須げんきプラザ〈map・F-4〉
加須市花崎456・☎0480-65-0660・●休月（祝日・夏休みは開所）

体遊泊 宿泊や日帰りで、スポーツや文化活動など様々な体験ができる。（5名以上
の団体で利用可。施設利用は要予約。）また、各種イベントを開催している。

●10 JAほくさい加須農産物直売所〈map・F-3〉
加須市浜町4-37・☎0480-61-3044・●休火 買

野菜、完熟トマト、手作り味噌、切り花、加須産コシヒカ
リ、キヌヒカリ・彩のかがやきを販売。

●11 加須の手打ちうどん〈map・F-3〉
加須市内・☎0480-61-0842（加須市商工会：加須手打うどん会事務局）・●休店舗により異なる 食

200年もの歴史を持つ加須の手打ちうどんは、のど越し
とコシの強さが自慢。

●12
加須未来館〈map・F-3〉
加須市外野350-1・☎0480-69-2160（未来館）／☎0480-68-5968（直売
所）・●休火（祝日の場合翌日休）・年末年始

体買食
見遊

農業体験や工芸・料理講座等のグリーン・ツーリズム事業
を開催。プラネタリウムやレストラン、農産物直売所もあ
る。（各講座、プラネタリウムの団体申込みは要予約）

●13 道の駅童謡のふる里おおとね〈map・F-3〉
加須市佐波258-1・☎0480-72-2111・●休第1・第3水・年始

買食見
湯

特別栽培コシヒカリやいちご、トマト、黒米の加工品、レストランでは手
打ちうどん、そばがおすすめ。道の駅周辺ではホテイアオイが見られる。

●14 ライスパーク〈map・G-3〉
加須市麦倉454・☎0280-62-4349・●休月（祝日の場合は翌日休）・年末年始 体

田植え・稲刈り体験や野菜の収穫体験など年間を通し
て様々な農業体験を行う。（要予約）

●15 JAほくさい北川辺農産物直売所「コメットハウス」〈map・G-3〉
加須市向古河281-2・☎0280-62-3636・●休水 買

北川辺産コシヒカリ（メロディ米）、野菜、柿、レンコン、
いちご、トマト。8月のお盆と年末には大売り出しも。

●16
道の駅きたかわべ〈map・G-3〉

加須市小野袋1737・☎0280-61-2299（スポーツ遊学館）／☎0280-62-5555（物
産販売施設）・●休月（祝日の場合は翌日休／遊学館）・年始（物産販売施設）

買食見
遊

展望デッキから眺める渡良瀬遊水地は感動的。北川辺産
コシヒカリやトマトなど新鮮野菜を販売。農村レストランで
は手打ちそばや地元の食材を使ったメニューを提供。

●17
キヤッセ羽生〈map・F-3〉
羽生市三田ヶ谷1725・☎048-565-5255・●休月（祝日の場合翌日休）、む
じな庵は土・日・祝日のみ営業

体買食
見

レストラン「むじな庵」では地粉うどんが味わえる。こぶ
し花ビールは絶品。手打ちうどん・そば・まんじゅうづく
り体験や野菜収穫体験もできる（要予約）。

●18 JAほくさい羽生農産物直売所〈map・F-3〉
羽生市東7-15-3・☎048-563-4609・●休水 買

野菜、羽生のコシヒカリ・彩のかがやき・彩のきずな、羽
生産の幸水・豊水・新高（8～10月）などを販売。

●19
道の駅はにゅう〈map・F-3〉

羽生市上新郷7066・☎048-560-1010・●休 1月1日のみ 買食
道の駅から見える山の景色がきれいで、特に夕日は絶
景。売り場は、地場産品を多く取り入れ、特に郷土料理
百選に選ばれたいがまんじゅうはおすすめの一品。

●20 産直の里内牧〈map・G-5〉
春日部市内牧・☎048-736-1111（春日部市農業振興課）・●休農園により異なる 買食

梨・ぶどう・柿・キウイ・プラム・さつまいも・たけのこ、シクラメン等
の販売やもぎ取りが楽しめる。近くの内牧公園も人気スポット。

●21 春日部農産物直売所「はくれん」〈map・G-5〉
春日部市南2-5・☎048-733-6115・●休水・年末年始 買

1年を通じて、新鮮な市内農産物を販売している。米や
野菜を中心とし、花や加工品も揃えている。

●22 道の駅庄和〈map・G-5〉
春日部市上柳995・☎048-718-3011・●休 1月1日・2日 買食

大凧で有名な春日部市にある道の駅。農産物直売コー
ナーや食事処もある。

●23 春日部市のいちご狩り〈map・G-5〉
春日部市内・☎048-736-1111（春日部市農業振興課） 買食

市内の観光農園でいちご狩りが楽しめる。（1月上旬～5
月下旬）

●24 JA越谷市ファーマーズマーケット「グリーン・マルシェ」〈map・G-6〉
越谷市増林2-66・☎048-963-3003・●休水 買

今摺り米や地場産「コシヒカリ」「彩のかがやき」のほ
か、地元越谷産の新鮮な野菜を多数揃えている。

●25 ＪＡ越谷市ファーマーズマーケット「グリーン・マルシェ2号店」〈map・G-6〉
越谷市七左町7-209-4・☎048-972-4566・●休水 買

今摺り米や地場産「コシヒカリ」「彩のかがやき」のほ
か、地元越谷産の新鮮な野菜を多数揃えている。

●26 越谷市のいちご狩り〈map・G-6〉
越谷市内・☎048-969-0120（越谷市農業団体連合会観光農園部会事務局：農業技術センター） 買食

市内の観光農園でいちご狩りが楽しめる。（12月上旬～
6月上旬）

●27 越谷市のぶどう狩り〈map・H-6〉
越谷市内・☎048-969-0120（越谷市農業団体連合会観光農園部会事務局：農業技術センター） 買食

市内の観光農園でぶどう狩りが楽しめる。（8月中旬～9
月下旬）

●28 菖蒲のいちご狩り〈map・F-4〉
久喜市内（菖蒲地区）・☎0480-85-4444（JA南彩菖蒲グリーンセンター） 買食

いちご園でいちご狩りが楽しめる（1～5月）。グリーンセ
ンター脇のハウスでは車椅子の方も楽しめる。

●29 JA南彩菖蒲グリーンセンター〈map・F-4〉
久喜市菖蒲町小林227・☎0480-85-4444・●休年始 買食

野菜のほか、いちご・梨がおすすめ。隣接の食堂では人
気の手打ちうどん・そばが味わえる。

●30 菖蒲のラベンダー・花しょうぶ〈map・F-4〉
久喜市菖蒲総合支所周辺・☎0480-85-1111（久喜市商工観光課） 見

ラベンダーと花しょうぶは6月上旬から7月上旬にかけ
て見頃を迎える。

●31 JA南彩久喜農産物直売所久喜キラリ直売館〈map・G-4〉
久喜市本町3-16-40・☎0480-25-1183・●休年始 買

米、地場産野菜類を中心に漬け物などの加工品も販
売。季節には、特産の梨やいちごも取り扱う。

●32
JAさいかつ八潮市ふれあい農産物直売所「ハッピーこまちゃん」〈map・H-6〉
八潮市鶴ヶ曽根1428-1・☎048-996-0003・●休水、日、年末年始 買

「ハッピーこまちゃん」がPRする小松菜、きゅうり、トマ
ト、なす、ピーマン、オクラ、いんげんなど地場産の新鮮
野菜が買える。12月には山東菜に力を入れて販売。

●33 JA南彩蓮田農産物直売所〈map・F-4〉
蓮田市根金1276-1・☎048-766-1197・●休年始 買

野菜、果物、花、苗木の販売。8月からは梨がおすすめ。

●34
新しい村〈map・G-5〉
宮代町山崎777-1・☎0480-48-6560・●休月（祝日は営業）・年末年始

体買食
見

地元産新鮮野菜や、森の工房で作られた惣菜やパンを販売。特にイタリア
修行のシェフが県産小麦粉と宮代産野菜で作ったパンやピザは大人気。
ハーブやブルーベリー、じゃがいも・さつまいも等の収穫体験が楽しめる。

●35 しらおか味彩センター〈map・G-5〉
白岡市千駄野398・☎0480-93-9800・●休月（祝日の場合は翌日休） 体買食

直売所では、新鮮な地場産野菜、まんじゅう、季節により梨を
販売。手打ちそばが味わえ、そば打ち体験（要予約）もできる。

●36 JA南彩白岡農産物直売所〈map・F-4〉
白岡市柴山1451・☎0480-97-0434・●休日、祝日(8、9月無休）・年始 買

野菜、果物の直売。特に8月からは梨がおすすめ。近く
の柴山沼では散歩や釣りも楽しめる。

●37 JAさいかつ三郷市とれたて野菜直売所「べじ太くん」〈map・H-6〉
三郷市幸房101・☎048-952-2141・●休月、金 買

こまつな、トマト、ホウレン草、枝豆、はくさいなど一年を
通して地場の旬の野菜を販売している。

●38
権現堂堤の桜・菜の花〈map・G-4〉
幸手市内国府間887-3・☎0480-43-1111(幸手市観光協会）／0480-44-
0873（権現堂公園管理事務所）

見
満開の桜と2.4haに作付けされた菜の花のコントラスト
は見事。（3月下旬～4月上旬）

●39 ＪＡ埼玉みずほ農産物直売所「さくらファーム」〈map・G-4〉
幸手市内国府間67-1・☎0480-44-9559・●休水 買

地元産新鮮野菜、米（幸手産特別栽培米等）、加工品を販
売している。中でも、地場産野菜を数多く取り揃えている。

●40 JＡさいかつ農産物直売所フレッシュファーム〈map・H-6〉
吉川市保609-1・☎048-982-0432・●休金 買

ねぎ、トマト、小松菜など地元吉川産の新鮮野菜やお米、草餅などの加
工品から季節の草花まで品揃えも豊富。冬季にはホンモロコの販売も。

●41 吉川のなまず料理〈map・H-6〉
吉川市内・☎048-982-9697（吉川市商工課）・●休店舗により異なる 食

市内を流れる中川沿いにある料亭等で、吉川の伝統で
あるなまず料理が味わえます。

●42
さくら通りの桜並木〈map・H-6〉
JA吉川駅北口から東へ300メートルの二郷半用水路沿い・☎048-
982-9697（吉川市商工課）

見
約3キロメートルに渡って約500本の桜が楽しめます。散
歩をしながら途中2か所のポケットパークで休憩して、
一日桜が楽しめます。

●43
江戸川堤防の菜の花〈map・H-5〉
野田橋から玉葉橋までの江戸川堤防（一部堤防工事中）・☎048-982-
9697（吉川市商工課）

見
3月下旬から4月上旬にかけて堤防を埋め尽くす菜の花
のじゅうたんは一見の価値あり。春の風を浴びながら散
歩やサイクリングを楽しんでください。

●44
船渡内コスモスまつり〈map・H-5〉
吉川市市民農園（吉川市大字上内川1605–1）周辺地域・☎048-982-
9482（吉川市農政課）

見
毎年10月下旬に吉川市市民農園の周辺で１ヘクタール
以上の畑がコスモスで彩られ、満開の時期に地域の方
が主催するイベントが開催されます。

●45
アグリパークゆめすぎと〈map・G-4〉

杉戸町才羽823-2・☎0480-38-4189・●休第1・第3水（祝日は営業）・年末年始
体買食
遊

東京ドーム2個分の広大な農業公園。季節野菜の収穫体験やバー
ベキューが楽しめるほか、農産物直売所、フラワーガーデン、食堂
などが併設されており、地元産の米や新鮮な野菜が味わえる。

●46
松伏ふれあい直売所「マップーちゃん」〈map・G-5〉
松伏町ゆめみ野東2-1-1（JAさいかつ松伏支店敷地内)・☎048-993-0051・●休水・日 買

松伏産の高品質な美味しいお米や野菜を中心に、「こ
めろん」を代表とする特産品（まつぶし逸品）など、季節
に応じた旬の味を届ける直売所。

グリーン・ツーリズムマップ in 埼玉　掲載情報一覧

秩父地域の観光農園・花の見どころ・温泉・宿泊等についての情報は…
☎０４９４-２1-２２77（秩父観光情報館）  秩父市野坂町1-1６-1５（西武秩父駅前）  http://www.chichibuji.gr.jp/

県内の祭り・イベントなど観光についてのお問い合わせは…
☎０４８-６４7-４０33（（一社）埼玉県物産観光協会）  さいたま市大宮区桜木町1-7-５ ソニックシティビル５階  http://www.pref.saitama.lg.jp/chokotabi-saitama/

北部エリア
〜

（熊谷・本庄）
東部エリア

〜
（春日部・加須）秩父エリア

〜
（秩父・長瀞）

事前に御確認ください！ ◦その年の天候の状況等により、農産物の収穫時期や花の見頃が変わる場合があります。
◦団体で利用する場合や、大型バスで来場される場合は、事前にお問い合わせください。
◦施設の都合により営業時間や休館日等が変更になる場合があります。
◦バリアフリーマークのついた施設でも、部分的に未対応の場合もありますのでご了承ください。

（市町村名は平成31年3月現在のものです）
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中央エリア
〜

（さいたま・上尾）

西部エリア
〜

（川越・所沢・東松山）

●2 JAさいたま大宮緑花木センター〈map・F-5〉
さいたま市北区見沼3-22・☎048-652-0550・●休火・水 買

植木類専門販売の直売所。植木に関することは何でも
お任せください。

アイコンのみかた
体 そば打ち・うどん打ち体験や野菜の収穫・田

植えなどの農作業体験などができる施設 買 農産物直売所など、新鮮な野菜
や果物・米などが買えるスポット 食 観光果樹園のほか、地粉うどんや地元の食材

を使った料理が味わえる農村レストランなど

見 美しい農村景観や県内を代表する花の
見所など 遊 自然あふれる環境で思い切り遊

べるスポット 湯 宿泊や日帰りで入浴ができる温泉などの施設

泊 農家民宿や農業体験が 
できる宿、キャンプ場

道の駅（幹線道路沿い 
にある休憩スポット） 登録農林漁業体験民宿 バリアフリー

掲載情報のみかた
番号

住所

スポット名

電話番号

地図上の位置

定休日等

コメント（施設等の特徴）

アイコン（下記参照）

緑豊かな農山村で楽しく！ 美味しく！「グリーン・ツーリズム埼玉」
　県内の観光農園や体験施設、農産物直売所、体験ができる宿泊施設が目的や地図から簡単
に検索できます。このマップに掲載していない施設や各種イベント情報もご紹介しています。
　是非ご覧ください！

URL：http://www.pref.saitama.lg.jp/greentourism/index.html

グリーン・ツーリズム情報サイト

●80 ●171

●172 ●211

●212 ●253




