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1/2～5月中旬

10：00～16：00

1/2～5/6

9：30～15：30

大人～小学生
幼児

（２才以上）

1/2~1/10 2,200円 1,000円

1/11～3月末 1,700円 800円

4/1~5月中旬 1,100円 600円

＜時間制限＞ 約６０分 ＜練乳＞ 無料

◆ 味にこだわり栽培しています！！
◆ チョコレート・生ホイップクリーム トッピング有☆
◆ バリアフリー設備です。水洗トイレ完備♪

予約優先・先着順 ☎０５３１－３５－６８５４

大人～小学生
幼児

（３才以上）

1月 1,700円 1,000円

2月 1,600円 1,000円

3月 1,500円 1,000円

4~5月 1,100円 800円

◆ハウス内の温度が上がらない午前中がおススメ！！
◆ゆっくりイチゴ狩りが楽しめます☆

予約優先・先着順 ☎０５３１－３５－１５８１

12/1～5/31

9：00～17：00

大人～小学生
幼児

（３才以上）

12/1~1/4 2,000円 1,500円

1/5~3/21 1,800円 1,200円

3/22~5/31 1,500円 1,000円

＜時間制限＞ 約３０分 ＜練乳＞ 無料（おかわり自由）
◆野菜収穫体験やってます☆
◆バリアフリー列あり・高設栽培
◆今年から受付が新しくなり,車イスＯＫの多目的トイレもできました
◆ＧＯＴＯトラベル地域共通クーポン券がご利用いただけます

予約優先・先着順

12/1～5/31

10：00～16：00
㊡ 12/31・1/1

大人～小学生
幼児

（３才以上）

12/1~1/4 2,000円 1,500円

1/5~3/21 1,800円 1,200円

3/22~5/31 1,500円 1,000円

◆ オリジナル商品「冬のいちご花火」を販売！（１～3月頃）
◆ 車いす、ベビーカーもOK（要事前連絡）

予約優先・先着順

1月上旬～4月下旬

9：00～16：00

大人～小学生
幼児

（３才以上）

1月上旬~1/20 2,000円 1,300円

1/21~3/31 1,700円 1,100円

4/1~4/26 1,200円 900円

◆売店では特産品・お土産品も豊富♪
◆ナビは「田原市池尻町精進川６０」でお願いします。

予約優先・先着順

1/2～5月下旬

9：00～16：00
いちごが無くなり次第終了

◆時間・場所制限なしの食べ放題♪
♦車いす・ベビーカーもOK

先着順
※TEL確認要
☎０５３１－２５－０２９６

12/26～5月末

8：30～17：00

大人～小学生
幼児

（３才以上）

12/26~1/6 1,800円 1,300円

1/7~3/31 1,700円 1,100円

4/1~5月末 1,300円 800円

＜時間制限＞ ６０分 ＜練乳＞ 無料（おかわり可）

◆車いす・ベビーカーもOK！・顔出し看板あり☺♪
◆大型駐車場・水洗トイレ・おむつ替え完備！
♦紅ほっぺ・かおり野は可能な場合のみ当日先着順で＋２００円

予約優先・先着順 ☎０５３１－４５－３１５５

1月上旬～5月上旬

1月土日祝9：30～16：00 月・火・金10:00～13：00

2～5月9：30～16：00 ㊡水・木（祝日は営業）

12/19～5/5
土日祝 10：00～16：00
平日 10：00～15：00

㊡ 火・水 ・12/30～1/3・2/11
（1/26～2/18・4/6～4/22は火・水・木が定休日）

大人～７才
幼児

（３才以上）

12月 1,900円 1,300円

1~3月 1,800円 1,200円

4~5月 1,700円 1,100円

＜時間制限＞ ６０分 ＜練乳＞ 有料（持込み可）
◆７０歳以上２００円ＯＦＦ
◆車いす、ベビーカーもOK（要事前連絡）
♦練乳以外のトッピング・お菓子・飲料等の持ち込み可

予約優先・先着順
☎080-5132-
1525
090-3625-
3227

大人～小学生

(２パック)
幼児（３才以上）

(１パック)
追加パック

1月~3/23 1,700円 1,100円 時期に

3/26~5月 1,200円 800円 より変動

＜時間制限＞ 3０分 ＜練乳＞ 販売（チューブ）
♦大人２パック、幼児１パックで30分
◆アルコール消毒、ビニール手袋、常時換気でコロナ対策！
◆マスク着用を必ずお願いします(販売有)
♦ナビは「田原市大久保町南浅場６９－１」でお願いします。

予約制 ☎０５３１－２３－０１４１

大人～小学生
幼児

（３才以上）

1月~3/21 1,700円 1,200円

3/24~4月 1,500円 1,000円

1月中下旬～4月中下旬

9：30～17：00
㊡月・火

（いちごの状態で臨時休園あり）

＜時間制限＞ ６０分 ＜練乳＞ 無料（持込み可）
◆空きがあれば、当日予約もお受けできます！
一度お電話でご確認ください。

◆大型駐車場・水洗トイレ・おむつ替え台あります★

予約制

◆イベントで大好評の苺スムージー・ホット苺
ご用意してます🍓☕

◆大好評の手作りいちごジャムも販売♪

予約優先
先着順

☎０９０－６６１６－１５００

箱(大) 箱(小)

1/16~3/21 1,600円 1,100円

3/22~5月上旬 1,300円 800円

1/16～5月上旬

9：30～15：00

☎０５３１－２４－０１３３

11月中旬～5月上旬

10:00～
いちごが無くなり次第終了

大人～小学生
幼児

（2才以上）

12~1月 3,500円～ 1,500円

2~3月 3,000円～ 1,500円

4~5月 2,500円～ 1,000円

＜時間制限＞ なし ＜練乳＞ なし（持込み可）
◆ 高品質のいちごをごゆっくりお召し上がり下さい
◆ 常時２種類のいちごが食べくらべできます♬

（紅ほっぺは要確認）

☎０９０‐８３２４-１７２７

■予約優先となりますので、事前に各農園へご予約いただいてからお越しください。
■各農園の新型コロナ対策感染症対策のご協力をお願いします。

章姫
かおり野 章姫 紅ほっぺ

かおり野

章姫
章姫
紅ほっぺ

かおり野
章姫

章姫
紅ほっぺ

章姫
紅ほっぺ

章姫
さがぼのか
（紅ほっぺ）

＜時間制限＞ ３０分

紅ほっぺ
かおり野

＜時間制限＞ ６０分 ＜練乳＞ 無料 ＜時間制限＞ 約３０分 ＜練乳＞ 無料（おかわり自由）

＜時間制限＞ 約６０分 ＜練乳＞ 無料 ＜時間制限＞ なし ＜練乳＞ あり

🍓いちご狩りの最終受付時間は

概ね営業終了時間の１時間前です。

☎０５３１－４５－３１６７

紅ほっぺ
かおり野

☎０５３１－３２－０６３６☎０５３１－３７－１３１２

先着順

章姫
紅ほっぺ

かおり野

よつぼし

大人 小学生 幼児
（３才以上）

1月 1,600円 1,500円 1,000円

2月~4/4 1,500円 1,300円 800円

4/5~5月 1,000円 800円 600円

紅ほっぺ

(3才以上は1人1箱ご購入下さい)

☆今年は摘み取り体験に変わりました！
2サイズの箱の中から好きな箱にいちごを摘み放題！

☆摘み取って別の場所で食べるスタイルになりました！
☆今シーズンはいちごを摘んで、

持ち帰るテイクアウト専門になりました！


