ご注意
番号

いちご狩りやブルーベリー狩りなどは、収穫できるものが無くなり次第終了します。
最新の営業等は「千歳市グリーン・ツーリズム連絡協議会」のホームページか各施設に問い合わせください。
名

称

連絡先

営業期間や時間・予約などについて

番号

名

称

連絡先

営業期間や時間・予約などについて

TEL.090-5220-3230

ハスカップ狩り ハスカップジャム作り 苗販売
6月下旬〜7月下旬/8時〜17時 ■定休無し
※雨天閉園の場合あり
※ハスカップジャム作りは3日前までに要予約

TEL.080-3290-6708

4月〜11月/7時〜19時 ■不定休
にんじん・じゃがいも収穫体験（植付体験あり）
※にんじん収穫体験/30人まで
ファームステイ（宿泊・ランチづくり付） 畑ガイド
※ファームステイ・畑ガイド/10人まで

2

オーガニック
ベジタブル

TEL.080-3290-6708

■不定休 営業時間はお問合せ願います
農作業体験、食の改善波動分析器「メタトロン」体験、
講義、ライフラインなし生活体験（冬季限定）※要予約
交通機関不通等の避難場所(利用者条件あり)※要予約

19 松浦農場

TEL.0123-29-2624

ソフトクリーム、いちご狩り、ハスカップ狩り、収穫体験(じゃがいも・
にんじん・たまねぎ)
直売所:4月、11月〜12月…10時〜16時 5月〜10月…9時〜17時
■定休日/なし
※直売所は4月上旬からオープン

3

どんぐり農園

TEL.090-9088-2074

6月中旬〜10月中旬/9時〜16時
■定休無し※要予約

20 みなみ農園

TEL.0123-29-2165

野菜等直売 花・苗販売
4月下旬〜12月上旬/9時〜17時 ■定休無し
さつまいも堀り 秋/9時〜17時

こ〜まの里にて野菜等販売

アグリセラピーファーム
21
「育て家」

TEL.0123-29-2402

野菜収穫体験・販売 葉物、根菜、果菜、ハーブ等40種程度（季節野菜）
除草セラピー体験/体験料1,000円（30分）
※6月中旬〜9月下旬/13時〜16時 ■不定休（要予約）
【委託販売】さとらんどinパストランド（011-785-0201）
※5月〜10月（土日祝日のみ）

22 ふれあいファームいずみ
（千年そば処いずみ）

TEL.0123-29-2177

いちご狩り 野菜等直売 そば打ち体験
4月下旬〜11月中旬/9時30分〜17時
（10月中旬/9時30分〜16時30分）
■定休日/火曜日

1

自然栽培
ただし〜農園

18 ささきつみとり農園

4

小路農園

TEL.0123-22-5407

5

駒里農産物直売所
こ〜まの里

5月中旬〜10月末
TEL.090-2873-0054
土日営業/11時〜13時

6

駒そば亭

TEL.0123-40-8816

平日/11時〜17時 土日祝/11時〜20時
■定休日/正月三が日
そば打ち体験※団体15名以上、食事付、要予約

23 鈴木農園

TEL.0123-29-2417

アロニア摘み取り、
アロニア苗・加工品販売

24 土居ファーム

TEL.0123-29-2419

ふれあいファームいずみにて
いちご狩り等受付

TEL.0123-29-2522

収穫体験 農場見学（ガイド付）
通年/9時〜11時30分 ■定休無し
※前日までに要予約、2人から（お子様のみの参加不可）

7

漬物屋 かくれんぼ

TEL.0123-28-3970

漬物・和菓子販売、お茶と漬物＆お餅の試食会
金・土・日/13時〜18時
■定休日/月〜木曜日/13時〜18時
※試食会は3日前までに要予約、1〜8人まで

8

MEON（ミオン）農苑

TEL.0123-26-2007

3月〜10月/10時〜18時※ラストオーダー17時
■定休日/木曜日
11月〜2月/10時〜17時※ラストオーダー16時
■定休日/水・木曜日

25 ファームTORAO

TEL.0123-26-4874

いちご狩り（ハウス、露地）
※その日に収穫可能ないちごが無くなり次第終了
ひまわり迷路（シーズンのみ）野菜等直売(5月〜11月)
期間限定いちごパフェ、自家製いちごスムージー、ソフトクリーム(5月〜9月)
直売所営業期間:5月〜11月 10時〜16時(土日は9時〜)

アイスクリーム＆
26
ファームレストラン 花茶

TEL.0123-29-2888

いちご狩り 6月中旬〜7月上旬/9時〜赤いいちごがあるまで
じゃがいも堀り 夏〜秋/14時〜15時 ※要予約
野菜等直売 7月下旬〜8月下旬/10時〜17時
食事/11時〜17時（ラストオーダー16時）
※9月〜4月は火曜日定休、5〜8月は不定休

10 天然温泉 くるみの湯

TEL.0123-24-5531

12時〜21時（20時30分受付終了）
温泉施設/無休
※市民農園は事前申込制

27 ゆめみる農園

TEL.0123-29-2448

会員制宅配野菜の生産・販売

11 北一きのこ 白戸農園

TEL.0123-29-2253

キノコ栽培

28 吉川農場

TEL.0123-29-2608

ハスカップ狩り(8時〜17時)

なかじま農園
(北光オフィス)

TEL.0123-29-4800

5月上旬〜11月中旬/9時30分〜18時 ■不定休
野菜栽培・収穫体験、ハスカップ狩り、野菜等直売
※収穫体験・栽培体験は要予約

29 岩本農場

TEL.0123-29-2539

ふれあいファームいずみにて
野菜等販売

13 花昌

TEL.0123-23-0988

花苗販売 4月中旬〜6月上旬
(シクラメン 11月〜12月中旬)/9時〜15時 ■不定休
いちご狩り 6月中旬〜7月上旬/9時〜15時 ■定休無し
ブルーベリー狩り 7月中旬〜8月上旬/9時〜15時 ■定休無し

30 レストラン

TEL.0123-20-2430

ランチ/11時〜14時
ディナー/17時〜21時 通年
■定休日/水曜日(祝日・GW・お盆は営業、代休有)
※席数が少ないため、ランチ・ディナー共にご予約ください
簡単フレンチ料理教室 店のイベント設定日に開催

14 ベリーファーム

TEL.0123-23-5323

ジェラート販売 通年/11時〜18時
■年中無休（冬期間も営業）
ブルーベリー狩り 7月下旬〜8月下旬/10時〜16時

31 Café Harmony

TEL.0123-29-2666

11時〜17時 ■定休日/水曜日（祝日・GW・お盆は営業、代休有）
石窯ピザ作り、ダッチオーブン料理作り、石窯パン作り、
ハーブティーブレンド体験、ハーブ＆アロマ石鹸作り ほか 食事
※体験は店のイベント設定日に開催(予約はTEL20-2430)

9

12

小川農場直売所

ジェラテリアミルティーロ （080-3605-6582）

アンサンブル

(カフェ ハーモニー)

15 けーあいファーム

TEL.0123-42-8255

とうもろこし販売(夏季のみ)

32 花工房あや

TEL.0123-29-2087

いちご・ハスカップ・ブルーベリー狩り(シーズンのみ）
■定休日/水曜日 5月中旬〜9月/10時〜17時
10月/10時〜16時 11月〜4月/10時〜15時
ドライフラワーリース制作体験
※一週間前までに要電話予約（10時〜17時）1人〜15人

16 平岡農場

TEL.0123-22-5303

米直売（シーズンのみ）

33 ありがとうファーム

TEL.080-5582-4988

4月〜11月上旬
田舎暮らし体験(農作業・まき割りほか)/9時〜17時
宿泊体験/14時〜翌11時
※いずれも要予約 ■定休無し

TEL.0123-21-3066

乳搾り 通年/11時〜15時
生キャラメル作り ソーセージ作り 通年/10時〜15時
加工品等直売 4月〜10月（無休）11月〜3月(火曜日定休)/10時〜17時
食事 4月〜10月（無休）
11月〜3月(火曜日定休)/11時〜17時（ラストオーダー16時30分）

17 あしだファーム

TEL.0123-25-8908
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主な年間行事予定

（出店）
6月上旬：JAL国際マラソン地元特産品展
（出店）
7月中旬：スカイビア＆YOSAKOI祭
7月下旬：千産千消マップツアー
8月上旬：千歳とりたて野菜市※リサイクルフェスティバル(主催：公益財団法人ちとせ環境と緑の財団)にて開催
10月上旬：農業・農村ふれあいフェスタin赤れんが 出店 (札幌)
10月中旬：アグリマップツアー
10月中旬：千歳消費者まつり（出店）
11月下旬：にぎわい市場さっぽろ出店 (札幌)
2月中旬：食農講座
不定期開催：千産千消料理講習会
※天候や社会情勢の変化により、
予告なく変更・中止する場合があります。 ※各行事の詳細については、
ホームページをご確認ください。

作成 千歳市グリーン・ツーリズム連絡協議会 事務局：千歳市観光スポーツ部交流推進課交流推進係

千歳市グリーン・ツーリズム連絡協議会
Instagram
URL https://www.instagram.com/chitose.green.tourism/

TEL.0123-24-3185 FAX.0123-22-8851

