秋の味覚狩り2015
あゆのつかみ取り
施設名・問合せ先
天龍遊船
天竜区相津 85-2
TEL 053-923-0433

6月～10月

開催期間

6月1日～10月頃まで

料金
594円／1匹
※4日前までに要予約。人数によってはお受けできない場合も
あります。
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。

交通
バス：遠鉄西鹿島駅より遠鉄バス水窪行きで20分、相津バス停下車、徒歩2分。
車：東名浜松ICより車で50分。（国道152号線を北上し、船明ダムを過ぎて2つ
のトンネルを抜けてすぐ）
新東名浜松浜北ICより約20分

5月～9月下旬

たきや漁

※6月～8月：午後7時ごろから3時間、5月・9月：午後6時ごろから3時間
※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。

施設名・問合せ先
たきや組合遊船部
西区雄踏町町宇布見9985-3
TEL 053-592-2260

開催期間
5月15日～9月30日

一隻（4名様まで）30,000円
※いかだでの調理込み
※受付時間13:00～17:00
日曜日休み

交通
電車：JR舞阪駅下車、タクシー5分。
バス：浜松駅前バスターミナル5番乗場より宇布見山崎線にて45分、山崎南下車、
徒歩5分。
車：東名浜松西ICより約20分。

7月下旬～9月中旬

ぶどう狩り
施設名・問合わせ先

料金

開催期間

料金

交通

7月下旬～9月上旬

アーリースチューベン、ピオーネ、ルビーオクヤマ
量り売り（入園料別）

電車：天竜浜名湖鉄道・フルーツパーク駅より徒歩8分。
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。
車：浜松西ICよりR65・テクノロード経由で30分。看板あり。
新東名浜松SAスマートICより約5分。(要ETC)

JAとぴあ浜松都田支店
北区都田町6567-1
TEL 053-428-3116
（期間中問合せ）
TEL 053-527-0777
（期間外問合せ）

ピオーネ：8月1日～9月
中旬
※なくなり次第終了

【8月23日まで】
小学生以上1,900円、4才以上小学生以下1,200円、
3才以下無料
【8月24日から】
中学生以上1,600円、4才以上小学生以下1,000円、
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。
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。
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)

マルワ農園
北区都田町10069
TEL053-428-2460

8月1日～9月下旬
9:00～16:00

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

つづさき観光案内所
北区三ケ日町都筑1858
TEL 053-526-1057
開園中のみ直通電話
（TEL 053－526－2281）

8月10日～9月中旬
※なくなり次第終了

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2000円前後、品種により異なり
ます。

アキシードレス、フジミノリ：
園内食べ放題
大人1,100円、小学生700円、園児500円

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)

バス：JR浜松駅北口バスターミナル15番乗り場より、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。
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いちじく狩り
施設名・問合せ先
はままつフルーツパーク時之栖
北区都田町4263－1
TEL 053-428-5211

8月～10月
開催期間

8月7日～10月

料金
桝井ドーフィン、ビオレ・ソリエス
量り売り（入園料別）

交通
電車：天竜浜名湖鉄道・フルーツパーク駅より徒歩8分。
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。
車：新東名浜松SAスマートICより約5分。(要ETC)

7月下旬～11月上旬

梨狩り
※梨の品種により、収穫時期が異なります。
施設名・問合せ先
はままつフルーツパーク時之栖
北区都田町4263－1
TEL 053-428-5211

開催期間

7月下旬～11月上旬

料金
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、深雪
量り売り（入園料別）

交通
電車：天竜浜名湖鉄道・フルーツパーク駅から徒歩8分。
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。
車：新東名浜松SAスマートICより約5分。(要ETC)

8月中旬～11月下旬

りんご狩り
※りんごの品種により、収穫時期が異なります。
施設名・問合せ先
はままつフルーツパーク時之栖
北区都田町4263－1
TEL 053-428-5211

開催期間
8月14日～11月

料金
つがる、紅玉、紅将軍、秋映、群馬名月、ふじ
量り売り（入園料別）

交通
電車：天竜浜名湖鉄道・フルーツパーク駅より徒歩8分。
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。
車：浜松西ICよりR65・テクノロード経由で30分。看板あり。
新東名浜松SAスマートICより約5分。(要ETC)

9月上旬～10月上旬

栗拾い
施設名・問合せ先

開催期間

料金

交通

湖東栗園
西区湖東町（大津さん方）
TEL 080-2635-8697

8月29日・30日
9月5日・6日・12日・13日
19日・20日・26日・27日
※なくなり次第終了

量り売り1700円/kg（入園料無料）

バス：JR浜松駅バスターミナル1番乗場より舘山寺温泉行き35分。「湖東団地
西」下車。
車：浜松西ICよりR65経由R48沿い。セブンイレブン湖東町店近く。

浜名湖パルパル パル栗
西区舘山寺町1891
TEL 053-487-2121

9月12日～10月12日の
土、日、祝のみ開催

イガ栗拾い体験 1日30名様限定！！
会場/大観覧車「コクー」下の広場
お子様参加料 500円（収穫のイガ栗5個お持ち帰り）
※入園料は別になります。※詳細はお問合又ははHPを参照

バス：JR浜松駅バスターミナル1番乗場より舘山寺温泉行き50分「浜名湖パルパ
ル」下車。車 : 浜松西ICより約15分/三ヶ日ICより約40分

10月

アケビ狩り
施設名・問合せ先
はままつフルーツパーク時之栖
北区都田町4263－1
TEL 053-428-5211

開催期間
10月

料金
量り売り（入園料別）

交通
電車：天竜浜名湖鉄道・フルーツパーク駅より徒歩8分。
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。
車：新東名浜松SAスマートICより約5分。(要ETC)
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9月～11月

しいたけ狩り
施設名・問合せ先
てんてんゴー渋川
北区引佐町渋川237－1
TEL 053-545-0452

開催期間
9月1日～11月30日
11：00～13：00

いもほり
施設名・問合せ先
大倉戸観光農園
湖西市新居町4813
TEL 053-594-3558

陽だまりの里 足立柿園
浜北区大平938
TEL 053-589-8984

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

開催期間
10月下旬～12月上旬
※なくなり次第終了

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

つづさき観光案内所
北区三ケ日町都筑1858
TEL 053-526-1057
開園中のみ直通電話
（TEL 053－526－0924）

１人1,100円（お土産2kg付）
※焼きいもご希望の場合は追加料金がかかる場合がございま
す。

開催期間

交通
電車：JR新居町駅からタクシーで10分。
車：国道1号線浜名バイパス大倉戸ICから東へ100m車で5分。

料金

交通

11月1日～11月30日

食べ放題
大人：1000円（お土産付き）※団体要予約
小人：（幼・小） 500円（お土産なし）
※果物ナイフ、敷物等は各自持参ください。
浜松市浜北区は全国有数の次郎柿の生産地です。

車：東名浜松ICより約40分。新東名浜松浜北ICより車で約10分。

10月下旬～11月

次郎、富有
量り売り（入園料別）

電車：天竜浜名湖鉄道・フルーツパーク駅より徒歩8分。
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。
車：浜松西ICよりR65・テクノロード経由で約30分。看板あり。新東名浜松SAス
マートICより約10分(要ETC)。

11月中旬

開催期間

11月中旬

料金

交通
電車：天竜浜名湖鉄道・フルーツパーク駅より徒歩8分。
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。
車：浜松西ICよりR65・テクノロード経由で約30分。看板あり。新東名浜松SAス
マートICより車で約5分(要ETC)。

量り売り（入園料別）

10月上旬～12月中旬

みかん
施設名・問合せ先

料金

10月下旬～11月下旬

キウイフルーツ
施設名・問合せ先

料金：2,100円 ※完全予約制
ほだ木から直接しいたけを取って、バーベキューで召し上
がっていただきます。ご飯、味噌汁、野菜、鶏肉付き。

交通
バス：ＪＲ浜松駅北口バスターミナル15番乗り場より、渋川行きにて「渋川」下
車、徒歩約5分。
車：東名浜松西ICより国道257号線経由約30分。新東名浜松いなさICより車で約
20分。

10月下旬～12月上旬

柿
施設名・問合せ先

料金

開催期間

10月中旬～12月中旬
9:00～16:00

料金
入園料（食べ放題）
大人（中学生以上）：1,200円（お土産付き）
小人（小学生迄）：800円（お土産なし）
幼稚園（3歳以上）：600円（お土産なし）
※団体割引は20人以上100円引き

交通
電車：天竜浜名湖鉄道都筑駅下車、徒歩20分、または三ヶ日駅から タクシー6
分。
バス : バス：ＪＲ浜松駅北口バスターミナル15番乗り場より、気賀・三ケ日行き
にて「山本橋」下車徒歩20分。
車：東名三ヶ日ICより5分。

弁当持込OK（クーラーバックの持ち込みは禁止）
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マル十石田農園
北区三ケ日町大崎1366
TEL 053-526-7605

カネカみかん狩り園
北区三ケ日町下尾奈2241-1
TEL 053-525-1002

10月10日～12月13日
9:00～16:00

入園料（食べ放題）
大人（中学生以上）:1,200円（お土産付き）
小人（小学生迄）：800円（お土産なし）
幼稚園（3歳以上）：600円（お土産なし）
※団体割引は20人以上100円引き

入園料（食べ放題）
大人（中学生以上）:1,100円（お土産付き）
11月上旬～12月20日頃 小人（小学生迄）：800円（お土産なし）
9:00～16:00
幼稚園（3歳以上）：600円（お土産なし）
※団体割引は20人以上100円引き（団体はご予約必要）

車：東名三ヶ日ICより、R85経由、浜名湖レークサイドウェイに入り南西へ約
2km。

電車：天竜浜名湖鉄道尾奈駅下車、徒歩15分。
車：東名三ヶ日ICより、浜名湖レークサイドウェイ経由、約6km。

駐車場30台

マルカワ観光農園
北区三ヶ日町津々崎1089-1
TEL053-524-0845

入園料（食べ放題）
大人（中学生以上）:1,400円（お土産付き、ご自身でお詰め
いただけます。）
10月25日頃～12月初旬
小人（小学生迄）：800円（お土産なし）
幼稚園（3歳以上）：600円（お土産なし）
※団体割引は20人以上1,250円

マルウ外山農園
北区三ヶ日町下尾奈1095
TEL053-525-1077
8:00 ～17：00は携帯へ。
携帯090-2685-4706
090-7689-2373

10月上旬～１1月下旬
火、水お休み。事前にお
電話でご連絡ください。

入園料（食べ放題）
大人（中学生以上）:1,100円（お土産付き）
小人（小学生迄）：800円（お土産なし）
幼稚園（4歳以上）：600円（お土産なし）
※団体割引は15人以上100円引き
※事前連絡をいただいた大人のみ200円引き

電車：天竜浜名湖鉄道尾奈駅下車、徒歩10分。
車：東名三ヶ日ICより、浜名湖レークサイドウェイ経由、約6km。

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

10月中旬～12月中旬

高林早生、宮川早生、興津早生、青島温州
量り売り（入園料別）

電車：天竜浜名湖鉄道・フルーツパーク駅より徒歩8分。
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。
車：浜松西ICよりR65・テクノロード経由で約30分。看板あり。

とくら園のみかん狩り
西区深萩町304-435
TEL 053-486-1482

10月上旬～12月中旬
8:30～16:00

入園料（食べ放題）
大人（中学性以上）：1000円（お土産付き）
小人（小学生まで）：700円（お土産付き）
※団体割引は20人以上100円引き

車：浜松西ICより約15分。

バス：ＪＲ浜松駅北口バスターミナル15番乗り場より、気賀・三ケ日行きにて
「山本橋」下車、徒歩約15分。
電車：天竜浜名湖鉄道都筑駅下車、徒歩10分。
車：東名三ヶ日ICより約5分。

◎期間は目安です。天候や実のなり具合により収穫時期が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。
発行／浜松市観光インフォメーションセンター

2015年8月30日発行
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