味覚狩り

2018〔夏〕

◎期間は目安です。天候などにより収穫時期は前後することがあります。
◎予約が必要な場合があります。また、料金は季節により変動することがあります。お問い合わせの上、お出かけください。

うなぎ＆さかなつかみ

他

４月下旬～１０月中旬

問合せ先

時期

海湖館
湖西市新居町
新居弁天
℡090-8186-1217

4月28日～10月14日

天保養魚場
浜松市西区白洲町3353-1
℡053-487-1896
090-8547-5897

あゆのつかみ取り

4月中旬～9月下旬

あゆ狩り園

北区引佐町田畑193
℡053-543-1155

天龍遊船
天竜区相津85-2
℡053-923-0433

てんてんゴーしぶ川
(渋川親水公園)
北区引佐町渋川237－1
℡053-545-0452

時期

5月3日～10月末日
※7/14～8/31は毎日開催
それ以外の期間は土日祝のみ

■養鰻場見学（池番ガイド付き約40分）午前･午後各1回
大人500円（500円の利用券付き）、中学生以下無料
※前日までに要予約
■見学体験付き有料オプション（平日午後のみ）
・お好きなメニューの食事（120分）平日12：00.～
3,500円～ 個人向け 2～10名
・うなぎ調理実演・試食（90分）平日14：00～
1,000円
団体向け 4～40名
・うな重 or 白焼き定食（120分）平日13：30～
3,500円～ 団体向け11～30名
※1週間前までに要予約
※うなぎの仕入れ価格により料金は変動する場合がありま
す。
※電話受付 9:00～18:30 定休日：水曜日･第4土曜日

JR新居町駅より徒歩16分。
東名浜松西ICより約35分。

東名浜松西ICより約20分。

料金
700円／匹（3歳以上）
※時間：9:30～16:00（30分以内）
※当日の天候などにより中止になる場合がございます。
※あゆ狩りのみの場合は予約不要、バーベキュー施設をご
利用の場合は要予約。
※電話問合せ先は火曜定休

交通
バス：浜松駅北口バスターミナル15番乗場「奥山」行きバス50分
「竜ヶ岩洞入口」下車、徒歩5分。
車：東名浜松西ICより国道257経由30分。又は三ケ日ICより国道
362経由、引佐方面へ30分。
新東名浜松いなさICより約10分

６月1日（あゆの解禁日）～10
月頃

590円／匹
※４日前までに要予約。
つかみ取りにしたあゆをその場で塩焼きにしてお出ししま
す。

バス：遠鉄西鹿島駅より遠鉄バス水窪行きで約17分、相津バス停下車
徒歩2分。
車：新東名浜松浜北ICより車で約20分。

8月19日

あゆのつかみ取り大会
一人：1,500円（要予約）
※昼食：鮎の塩焼き2本と五平餅1本付き

バス：JR浜松駅前バスターミナル15番乗場より、44番系統渋川温泉
行きにて1時間20分渋川下車、徒歩5分。
車：新東名浜松いなさICより車で15分。

※その他の日は団体のみ受付

アクティ森
周智郡森町問詰1115-1
℡053-85-0115

■ うなぎつかみ体験（10:30～14:00）
3,400円（うな丼）体験料､ガス代込
■ さかなつかみ体験（9:00～14:00）
400円又は600円（20分）
獲った魚を塩焼き、天ぷら、煮物で調理します。
■ しらす釜揚げ体験（10:00～14:00）
1,300円（生シラス200g）体験料､ガス代込

交通

５月～１０月

問合せ先

竜ヶ岩洞

料金

7月14日～9月9日の土日祝
※お盆期間は毎日開催

700円／匹
※時間：10：00～15：00（鮎がなくなり次第終了）
※.捕まえた鮎をスタッフがさばいて、炭火で焼き上げま
す。
※20名様以上の団体は要予約
※定休日水曜日(祝日・春・夏休み営業)

電車：天竜浜名湖鉄道 遠州森町駅よりタクシーで約１５分
車：新東名遠州森町スマートI.C.より約15分、森掛川I.C.より約15分
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たきや漁

５月～９月
問合せ先

時期

浜名漁協雄踏支所

5月15日～9月30日

西区雄踏町宇布見9985-3
℡053-592-2260

5月・9月
6月～8月

梅の実狩り
問合せ先

梅の杉山園
北区引佐町奥山1737－379
℡ 090-1625-0933

ブルーベリー狩り
問合せ先

18時頃から3時間
19時頃から3時間

時期
5月19日～6月下旬
小梅、中梅、大梅、南高梅
9時～16時
期間中、雨天のみ休日

問合せ先

時期

JAとぴあ浜松都田
北区都田町
（カーナビに入れるときは 北区都田町5563-88）
●JAとぴあ浜松ブドウ狩案内所
℡053-428-3116（期間中）
●JAとぴあ果樹販売センター
℡053-527-0777

つづさき観光ぶどう狩り園
北区三ケ日町都筑１５６番地
℡053-523-8826

電車：JR舞阪駅下車、タクシー5分。
バス：JR浜松駅バスターミナル5番乗場より宇布見山崎線にて35分、
「山崎南」下車、徒歩5分。
車：東名浜松西ICより車で約20分。

料金

交通

収穫した梅は実費(市販価格の半額/kg
＊入園料無料

バス：JR浜松駅バスターミナル15番乗場より奥山線にて60分。
「奥山」下車徒歩30分。
車：新東名浜松いなさICより約10分。

料金
入場料
5月～6月：小学生以上1,200円、園児500円
7月～8月：小学生以上1,000円、園児400円

交通
車：浜松駅方面より住吉バイパスを北へ「白昭」交差点左折、900ｍ
ほどで右手の案内看板を右折。

７月下旬～９月中旬
時期

マルワ農園
北区都田町10069
℡090-8543-5456

一隻（4名まで）30,000円
※いかだでの調理込み
※予約受付開始日：5月1日～
受付時間：13:00～17:00 日曜日休み
※天候不良の場合、たきや組合遊船部の判断により、休業
いたします。

５月下旬～８月中旬

5月25日～8月中旬

ぶどう狩り

交通

５月中旬～６月下旬

あおいとり
北区都田町前原7881-1
℡053-428-7587

料金

8月1日～9月30日

料金
入園料はなし、食べ放題は有りません。
ぶどうの代金1㎏あたり2,000円前後、品種により異なり
ます。

交通
バス：JR浜松駅バスターミナル16番乗場より46系統にて約1時間
「横尾」下車
車：浜松西ICより約25分。
新東名浜松SAスマートICより約10分。(要ETC)

【8月23日まで】
ピオーネ：
中学生以上1,900円、4才以上小学生以下1,200円
8月１日～9月中旬（予定）
3才以下無料
※なくなり次第終了
【8月24日から】
（早めに行かれることをおすすめ
中学生以上1,600円、4才以上小学生以下1,000円
いたします）
3才以下無料

バス：JR浜松駅バスターミナル16番乗場より46系統にて約1時間
都田駅下車すぐ。
電車：遠州鉄道にて35分、西鹿島駅下車、天竜浜名湖鉄道に乗り換え
新所原方面約20分、都田駅下車すぐ。
車：新東名浜松SAスマートICより約10分。

アギシードレス、フジミノリ：
8月中旬～9月中旬
※なくなり次第終了

バス：JR浜松駅北口バスターミナル15番乗場より、三ケ日行き乗車
約75分、「山本橋」下車、徒歩15分。
車：R362から少し入る、都築駅を過ぎると期間中は、R362沿いに
看板が出ます。

園内食べ放題
大人1,200円、小学生800円、園児600円（予定）
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メロン狩り

７月中旬～８月

問合せ先

時期

かしまハーベスト
7月14日～8月31日

北区都田町10069
℡053-487-0875

はままつフルーツパーク時之栖
問合せ先

フルーツ

料金
1/2カットとお土産1個付きで 2,500円（税抜）
※当日受付 10：00～15：00
※完全予約制

フルーツ狩り
時期

交通
バス：JR浜松駅北口バスターミナル1番乗り場より、「舘山寺温泉」行
きにて約40分、「鳥居先」下車、徒歩5分。
車：東名浜松西ICより、約10分。

５月～１１月
料金

交通

梅の実

5月12日～6月17日
甲州最小、宮口小梅、南高、
白加賀、改良内田

量り売り（入園料別）
※当日受付 平日 13:00～15:00
土日 10:30～15:00

サクランボ

6月3日、4日、10日、11日
佐藤錦、ナポレオン

量り売り（入園料別）
※当日受付：9:00～入園ゲートにて整理券配布
収穫体験は10:30～（先着30～50名限定）

スモモ

6月16日～6月末
大石早生、メスレー、大石中生、
サンタローザ

もも

6月16日～6月末
ちよひめ、八幡白鳳、あかつき、
大和白鳳

温室ぶどう

6月下旬～7月上旬

はままつフルーツパーク時之栖
北区都田町4263－1
℡053-428-5211

電車：天竜浜名湖鉄道・フルーツパーク駅から徒歩8分。

http://www.tokinosumika.com/hamamatsufp/

バス：JR浜松駅バスターミナル16番乗場より都田経由フルーツパーク
行き50分。

ブルーベリー 7月上旬～8月中旬
※フルーツ狩りの時期や当日の受付時間について
は、フルーツの生育状況や来客数により変更され
る場合がございます。詳細はホームページで公表 温室みかん
されますので、事前にご確認いただくか、お問い
合わせ下さい。

車：新東名浜松SAより8分。
7月上旬～7月中旬

ぶどう

7月下旬～8月下旬
アーリースチューベン、ピオー
ネ、ルビーオクヤマ

梨

7月下旬～11月上旬
喜水、筑水、あけみず、幸水、
豊水、長十郎、菊水、新高、新
興、豊月、愛宕、新雪

いちじく

8月～10月
桝井ドーフィン、ビオレ・ソリエ
ス

リンゴ

8月中旬～11月下旬
つがる、紅玉、紅将軍、秋映、群
馬名月、ふじ

量り売り（入園料別）
※当日受付：10:30～15:00
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