
大人 小人 幼児

12月17日 ～ 1月9日 2,200円 1,800円 1,400円

1月10日 ～ 2月26日
［平日］1,600円
［休日］2,000円

［平日］1,400円
［休日］1,600円

［平日］1,000円
［休日］1,200円

2月27日 ～ 4月2日
［平日］1,400円
［休日］1,800円

［平日］1,200円
［休日］1,400円

［平日］　800円
［休日］1,000円

4月3日 ～ 5月7日
［平日］1,200円
［休日］1,600円

［平日］1,000円
［休日］1,200円

［平日］　700円
［休日］　900円

5月8日 ～ 5月28日
［平日］1,000円
［休日］1,200円

［平日］　700円
［休日］　900円

［平日］　600円
［休日］　800円

12月15日 ～ 2月28日 2,000円 1,700円 ―

3月1日 ～ 4月5日 1,800円 1,500円 ―

4月6日 ～ 5月中旬 1,200円 1,000円 ―

1月1日 ～ 1月12日 2,500円 2,100円
［幼児］　　 1,800円
［2歳］　　　1,500円
［1歳］　　　1,000円

1月14日 ～ 2月28日 2,300円 1,800円
［幼児］　　1,500円
［2歳］　　　1,200円
［1歳］　　　　700円

3月1日 ～ 4月2日 1,800円 1,500円
［幼児］   　1,200円
［2歳］　　　　700円
［1歳］　　　　500円

1月2日 ～ 3月31日 2,000円 1,700円 1,000円

4月1日 ～ 5月中旬 1,800円 1,500円 1,000円

12月後半 ～ 1月9日 1,900円 1,600円 ―

1月10日 ～ 2月28日 1,800円 1,500円 ―

3月1日 ～ 4月2日 1,700円 1,400円 ―

4月3日 ～ 5月中旬 1,300円 1,000円 ―

　いちご狩り 2022～2023 ※年齢条件等は各施設で異なりますので、お問い合わせください。
※日程、営業時間、料金などが変更になる事がございますので、お問い合わせの上のお出かけください。

施設 品種 受付時間 時期
料金

予約
車椅子

ベビーカー
メモ アクセス

はままつフルーツパーク
時之栖

浜松市北区都田町4263-1
☎ 053-428-5211

章姫
かおり野
紅ほっぺ
よつぼし

9：30～15：00 可 ○

・制限時間30分食べ放題
・入園料別途必要
・先着順で人数制限あり
　（前日まで個人予約OK）

JR浜松駅北口バスターミナル16番乗り
場より、フルーツパーク行き乗車、「フ
ルーツパーク」バス停下車

遠州鉄道 西鹿島駅⇒天浜線 フルーツ
パーク駅下車、徒歩8分

新東名高速道路 浜松SAスマートICか
ら10分

　馬渡橋園
　　北区都田町10017
　　☎ 080-5120-9804

東名浜松西ICから約25分

新東名浜松スマートICから約10分
-

いちごいちえ
　テクノ園
　北区都田町8493-6
　 ☎ 090-4229-4107 章姫 未定

浜松駅北口バスターミナル1番乗場よ
り「舘山寺温泉」行き「フラワーパーク」
下車（約45分）、徒歩3分

東名舘山寺スマートICから約5分

長良園
浜松市西区呉松町3298
☎ 053-487-4115

倉田園
浜松市西区深萩町304-500
☎ 053-486-0420

章姫
10：00～15：00

金曜定休
可 ※

・制限時間60分食べ放題。
・じゃらんネットから予約ができます。

※石垣いちごのハウスでは、車いす等で
いちご狩りはできません。

東名浜松西ICから約15分

東名三ケ日ICから約25分

東名舘山寺スマートICから約3分

新東名浜松いなさICから約30分

※駐車場有り

平松観光アグリス浜名湖

浜松市西区平松町2014-1
☎ 053-487-0541

章姫
紅ほっぺ
きらぴ香

9：00～16：00

12/29～31休
可 ○

・制限時間30分食べ放題。
・じゃらんネットから予約ができます。

かしまハーベスト

浜松市西区呉松町3624
☎ 053-487-0875

章姫
10：00～15：00

不定休
可 ×

・体験時間は約60分
・いちごの状態により早めに閉園もしくは
休園する場合があります。
・3歳未満　無料

東名浜松西ICから約15分

東名舘山寺スマートICから5分

※大型バスOK、無料駐車場有り

・制限時間30分食べ放題
・いちご狩りの受付は、閉園30分前で終
了
・大人料金…小学1年より
　小人料金…幼稚園以下の歩けるお子様

浜松駅北口バスターミナル1番乗場よ
り「舘山寺温泉」行き「北原」下車徒歩5
分

東名浜松西ICから約5分

※無料駐車場30台有り
※大型バス可

しまの農園

浜松市西区伊佐地町8838
☎ 053-486-0162

章姫

平日
9：00～16：00

土日祝
8：30～16：00

× ○



大人 小人 幼児
施設 品種 受付時間 時期

料金
予約

車椅子
ベビーカー

メモ アクセス

12月 2,800円 2,200円 無料

1月 2,500円 2,000円 無料

2月 ～ 4月 2,000円 1,500円 無料

5月 1,500円 1,000円 無料

6月 1,200円 700円 無料

12月24日 ～ 1月11日 2,000円 1,700円 -

1月12日 ～ 3月31日 1,700円 1,500円 -

4月1日 ～ 5月10日 1,550円 1,350円 -

4月12日 ～ 5月31日 1,300円 1,100円 -

12月15日 ～ 1月11日 1,700円

1月12日 ～ 3月31日 1,500円

4月1日 ～ 5月10日 1,350円

5月11日 ～ 5月31日 1,100円

いちごの里 すずき農園

浜松市北区三幸町57-2
☎ 053-523-8283

紅ほっぺ
章姫

未定 -

浜松駅北口バスターミナル13番乗場よ
り56番のバスで「三方原開拓」下車（約
40分）、徒歩10分

東名浜松ICから約15分

新東名浜松スマートICから約15分

※無料駐車場20台有り

サンサンファーム

掛川市大渕1456-312
☎ 0537-48-6368

章姫
紅ほっぺ

9：00～16：00

木曜日定休
（祝休日は営

業）、年始休業
（1月1日、2日）

いちご空中農園いわた

磐田市駒場6866-46
☎0538-86-5030
電話予約専用 090-5130-9958

紅ほっぺ
きらぴ香
よつぼし

章姫

9：00～16：00

火曜定休
（祝日は営業）

要 ○
・制限時間45分食べ放題。
・幼児…2歳以下

JR浜松駅北口バスターミナル8番乗り
場より、「掛塚」行き乗車、「掛塚」バス
停下車、徒歩約35分

東名浜松ICより約20分

東名磐田ICより約25分

要 ○
・制限時間40分食べ放題。
・ベビーカー・車いすのご来店は
　予約の際にお伝えください。

東名掛川ＩＣ、袋井IC、菊川ICから約30
分
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・制限時間40分食べ放題。
・幼児…2歳以下
・ベビーカー・車椅子可（一部、要予約）
・12/29のいちご狩り開催は未定

東名掛川ＩＣ、袋井IC、菊川ICから約30
分

要 ○

赤ずきんちゃんの
おもしろ農園

掛川市大渕1456-320
☎ 0537-48-4158

章姫
紅ほっぺ

9：00～15：30

年中無休

2,000円

1,700円

1,550円

1,300円


