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栽培指導つき体験型農園 090–2213–7794
(若谷真人）               

見沼区片柳東（体験農園会場）
3月～12月
一般野菜部門（約30品種。定番野菜の枝豆や大根など）40,000円。

　 ヨーロッパ野菜部門（約35品種。ビーツやスイスチャードなど）44,000円。
　 ※両部門とも種苗、肥料、資材などの代金が含まれます。
春から冬までの期間、多種類の野菜を栽培収穫できます。一般の市民農園と異なり、農家が作った栽培計画に基づいて
野菜を栽培します。野菜作りの基本は講習会で直接指導いたします。講習会は月に２回程度。日々の管理は参加される皆
さん各自で行ってください。毎年２月頃に募集を行います。定員制のため途中からの参加はできません。

6767

農業体験
「ファーム・インさぎ山」

FAX:048–878–0459

緑区上野田282
月に数回、農業体験や農のある暮らし体験に関するイベントを行って

　 います。今年度は行事食、郷土食を見直し、食育に関する体験活動を
　 多く実施する予定です。開催日や申し込み方法、料金などの詳細は
　 ホームページを参照ください。
　 https://www.sagiyama1997.com/
　 また、twitterでも日 の々畑作業の様子や農家暮らし、季節の料理など
　 を紹介しています。ぜひご覧ください。
　 https://twitter.com/sagiyama1997

6868

佐藤農園 048–622–5151

西区中釘463-2
生しいたけ（７月、８月は無し）、生きくらげ（７月～８月）
生しいたけ、生きくらげ

お越しの際は必ずお電話をお願いします。

細田ファーム 048–625–6338

西区中釘2194-1
9:00～17:00
トマト、ミニトマト、いちご（とちおとめ、やよいひめ、あまりん）、

　 ごぼう、ブロッコリー、ほうれんそう、他野菜全般

安心、美味の野菜づくり。

6969

7070

主宰者からのメッセージ
　直売所でお客さんと接して野菜のことを知らない
方が多いのに驚き、野菜作りを通じて野菜そのもの
や、栽培方法などを理解していただきたいと感じ、体
験型農園を開催しています。
　旬の野菜、料理の仕方、育ち、実り、害虫、栽培環
境、など消費者の方に理解、体験してもらえば野菜
の、そして、さいたま市産農産物のファンが増えるの
では…と。
　野菜を育てたい！採れたてが食べたい！野菜好き
の方！お待ちしています。

主宰者紹介
　さいたま市緑区「さぎ山記念公園」そばで、田
舎暮らし体験ができるのが「ファーム･インさぎ
山」。ここを主宰するのが萩原知美さん。最近に
なってこそ耳にする「グリーン・ツーリズム」という
活動ですが、さいたま市内ではその活動の先駆者
でもあります。
　ファーム･インさぎ山では、小学生までのお子さ
んを持つ数多くの家族連れが訪れ、野菜作り・米

HP Twitter

作りなどの農作業体験をはじめ、味噌作りや餅つ
き、昔遊びなどを体験しながら、いつもとは違う、
ゆったりとした時間をすごしています。
　なお、10人以上での個別体験も行っているの
で、ご興味のある方はご相談を。萩原さんは埼玉
県が認定する「ふるさとの味伝承士」でもあり、市
が主催する料理講習会でも、 講師としてご協力
いただいています。

t o r e t o r i
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中野園 048–624–5753

西区宝来1494
9:00～17:00　8月～10月中旬
梨(幸水･豊水･新高・彩玉）

安全で安心な梨をご提供します。

マルトシ

農園 048–663–1763

北区別所町90-2
梨：8月中旬～、ぶどう：8月上旬～
梨(幸水･豊水･新高･新興・彩玉）、

　 ぶどう(ヒムロット・キャンベル・巨峰・ベリーA)、いちじく
農園で採れた味を試食して、納得して購入頂くシステムを取るくらい、味にこだわっ

て販売しています。同じ品種での梨やぶどうの味の違いを実感しに来てください。

小沢農園 048–683–1665

見沼区蓮沼1203
14:00～17:00（秋季休業あり）　水・日曜定休
いちご、トマト、きゅうり、やまといも、さつまいも、八つ頭、こまつな、ほうれんそう、

　 だいこん、にんじん、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、紅赤、他
新鮮な季節の野菜を直売しています。やまといも・トマト・いちごは宅配します。精米
所もあります。

とーか山・細沼農園 080–9869–6037
（直売店直通）

見沼区大和田町1-1153
10:30～12:30、15:30～17:30（売切れ終了）

　 3月上旬～7月中旬　月曜定休　トマト収穫無い時は臨時休業
トマト、えだまめ、キャベツ、じゃがいも、たまねぎ

近隣イタリアンレストランでも大人気。「野菜ソムリエ」の育てたトマトです。旧国道
１６号線・酒のやまや（旧・ユニクロ）向かいのビニールハウスが目印。エネオス真
向いの直売所は駐車場完備です。

長島農園 090-8315-1818

見沼区宮ヶ谷塔3-340
2月下旬～7月下旬
トマト、米（彩のかがやき、コシヒカリ）、もち米、なすなど

まずはお電話でお問合せください。宅配により、地方発送もOKです。

ナガヨシ農園 048–776–9155

西区宝来966-1
9:30～17:00　9月初旬～10月初旬
ぶどう(シャインマスカット、ヌーベルローズ、スカーレット）

　 10月初旬～11月初旬
　 フィンガーライム(森のキャビア)・キャビアライム、
　 青パパイヤ(宝来パパイヤ)
人気NO.1のシャインマスカットを中心に皮ごと食べられる品種を直売しています。

小林梨園 048–623–5120
（FAX：048‒623‒5120）

西区宝来1022
８月中旬～９月下旬
梨（幸水９月中旬まで）、（新高９月中旬～下旬）、米

米コシヒカリ白米５kg。お米を注文の際は、FAX番号と電話番号を明記の上、お米
の種類（白米か玄米）数量（５kg）を記入してご連絡ください。

石川梨園 048–624–6408

西区宝来1068
8月中旬～10月上旬
梨（幸水・豊水・彩玉・新高 他）

　 米（減農薬、無化学肥料栽培、コシヒカリ）地方配送承ります。
環境と自然を大切に色 な々種類を栽培しています。川越線（埼京線）指扇駅北口
から徒歩１５分、お散歩しながらどうぞ。駐車場も完備しています。

F
ファーマー＆パティスリーカフェミルティーユ

armer ＆ Patisserie
cafe Myrtille

048–783-5656

西区三橋5-965-5
10:30～18:30　金・土・日曜営業
ぶどう(ヒムロット、巨峰、シャインマスカット)、ブルーベリー、トマト

手塩にかけ栽培し、味にこだわりを持ち吟味して販売をしている為、売り切れなど
ご迷惑をお掛けする場合がございます。ご了承ください。

7171 7676

7777

7878

7979

7272

7373

7575

7474

中村農園 048–684–4421

見沼区春岡2-28-3
10:00～14:00（直売）　水・木・土・日曜営業（臨時休業日有）

　 PayPayでのお支払いも可能です
季節の野菜

さいたま市の野菜直売店です。大切に育てた旬のお野菜を数多く揃えております。
可愛いハンドメイド品も販売しておりますのでごゆっくりお楽しみ下さい。美味しい
野菜で皆様の食卓に元気を届けます。

8080
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マサキ園 048–683–5361

見沼区中川323-2
9月～10月（果実）、1月～3月（手作り味噌体験）
いちじく・ぶどう・手作り味噌・漬物

直売所にて販売しています。漬物・味噌作り施設は保健所許可施設です。味噌作り
体験は事前に連絡を、お願いします。

8181

見沼野菜販売センター
（こばやし農園）

090–2470–2091

見沼区片柳１-１２７
営業日、時間は季節によって異なります（ホームページを確認ください）。
大根、小松菜、ジャガイモなど年間50～60種類

さいたま市の見沼たんぼで農薬・肥料を使わない自然栽培で
野菜を育てています。HP:https://kobayashinouen.net/

8787
ストロベリーファーム森田 048–684–8835

見沼区東新井494-1
12月上旬～5月下旬
いちご（とちおとめ、やよいひめ、あまりん）

8282

山田ぶどう園 048–683–4636

見沼区東大宮5-23-1
9:00～12:00、13:00～17:00　８月下旬～９月中旬
巨峰、ブラックビート、安芸クイーン、クインニーナ、

　 シャインマスカット、瀬戸ジャイアンツ、天山

8484

野本農園直売所 090–1737–2460

見沼区東門前466
9:30～12:00

 　水･日曜・祝日・年始定休
葉物野菜、根菜類、60種類以上栽培しています。オススメ：トマト、

　 里芋、ゴボウ、スイカ、みかん、ヨーロッパ野菜も栽培しています。
さいたま市で無理なく季節に合った旬のお野菜を提供いたします。

8686

金子園 048–853–5560

中央区鈴谷8-12-31
10:00～17:00　7月上旬～9月中旬
ぶどう(巨峰・ヒムロット）、ブルーベリー（デューク・ティフブルー）など

与野本町駅から近く住宅地の中にあるぶどう園。鮮度がモットーで収穫したその日
に販売しています。手をかけた巨峰は糖度18度の甘さ。口コミでお客さんは広がっ
ています。ぶどう狩りは行っておりません。ブルーベリーは摘み取りＯＫです。宅配は
来園時に承ります。

8888

矢作農園直売所 048–853–9785

桜区白鍬59
夏季 15:00～18:00、冬季 14:00～18:00　日曜定休
いちご（12月～5月）、旬の野菜（夏野菜：なす、アスパラガス、

　 いんげん、トマト、きゅうり、じゃがいも他　根菜：だいこん、さといも
　 葉物：ほうれんそう、こまつな、ねぎ）、漬物
いちごは、有機栽培、完熟摘みたてです。完熟トマト、摘みたてアスパラガスと、軒
先販売ならではの新鮮、安心が売りです。人気のえだまめは売切れ必至。住宅街で
すが、大きなビニールハウスが目印です。

8989

（株）KM FRUITS JAPAN

見沼区片柳2-1
10:00～12:00、13:00～17:00　8月～10月
ぶどう：シャインマスカット　梨：秋麗、彩玉、甘太

　 キウイ：レインボーレッド　 栗：ぽろたん
スーパー　ハイパー　ウルトラ　減農薬栽培　殺菌剤　殺虫剤　除草剤
化学肥料を使用しない果物の栽培　ECサイトでも販売しています。
※下記アドレスかQRコードからアクセス出来ます。
https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000109639

8585

小熊果実園 048–684–2682

見沼区中川875
10:00～12:00 月・水・金曜営業 梨：8月中旬～、ぶどう：9月上旬～
梨（幸水、豊水）、ぶどう（巨峰、シャインマスカット）

朝、もぎたての梨とぶどうを直売します。

8383
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及川椎茸園 048–798–8614

岩槻区高曽根1572-1
生しいたけ：10月～6月、生きくらげ：6月～9月　※要問合せ
生しいたけ、生きくらげ

肉厚の生しいたけです。ご進物用に好評いただいております。

9595

小林農園 048–798–1289

岩槻区野孫226
年中無休　※要問合せ
米（コシヒカリ・彩のきずな）、くわい

お米は特別栽培米です（はくつる舞）。29年度産からリゾット米「和みリゾット」米を
始めました。縁起物のくわい、一度食べてみてください。

9696

斎藤農園 048–757–5684

岩槻区馬込1185-1
2月上旬～3月中旬：日･水(13：00～16：00)、

　 3月中旬～6月下旬：日･火･木(10：00～16：00)
トマト

有機質を使用し、なるべく農薬を使わないように育てた、おいしいトマトです。
是非、食べてみてください。

9797

関根農園 048–757–6625

岩槻区本宿393-1
10:00～14:00　3月上旬～7月上旬　月・水・金曜営業
米（コシヒカリ）、トマト

天然ハーブ、ステビア草を肥料として使用する栽培です。こだわりの有機堆肥とス
テビア肥料を使用して育てました。中身が「ギュッ！」と詰まった美味しいトマトを是
非とも食べてみてください！大好評です！

9898

Mベジタ 090–2213–7794
（若谷真人）

緑区高畑954
不定休　※要問合せ
くわい、米、えだまめ、こまつな、 ルッコラ、赤からしみずな、みずな、

　 みぶな、アスパラガス、モロッコインゲン、その他各種野菜
約30品種の野菜を栽培。美味しくて楽しくなる野菜を提供できるよう日々チャレン
ジしています。訪問の際はお問い合わせください。

9494

見沼の卵
（あさこファーム）

048–878–0092
080–6789–2370

緑区南部領辻40-1
10:00～15:00（冬期～14:00）　土・日曜営業
自然卵、彩のきずな、古代米、季節の野菜、米油、

　 玉子かけご飯体験（要予約）
☆ヤギ牧場併設。「安全で新鮮な農産物を日本の大地から」を合言葉に見沼田ん
ぼの東縁で養鶏（放し飼い）と直売を行っています。見沼田んぼ産の農産物等で
育った生命力の強い鶏が、元気に卵を産んでいます。見沼田んぼの農場交流とくつ
ろぎの場所として、田植体験、稲刈体験、焼イモ体験、いちじく、野菜収穫販売などの
プロジェクト企画もご好評をいただいております。お気軽にお問合わせください。

9393

見沼菜園 048–881–2849

浦和区本太1-35-3
13：00頃～日没　年始の他に臨時休業有
ねぎ、かぶ、大根、人参、ブロッコリー、レタス、玉葱、ジャガイモ、

　 キュウリ、ナス、トマト、カボチャ、さつまいも、里芋、菊芋他
安全で安心を最優先に栽培する旬な野菜をご提供します（農薬不使用）。浦和駅
東口から徒歩で10分程度、徒歩又は自転車でのご利用をお願い致します。

9292

円正寺直売所 048–881–6232

南区太田窪3515
13:00～　1月～4月　月・火・金・土曜営業
いちご

朝、採りたての新鮮ないちごを揃えております。

9191

大熊農園 090–7238–6517

桜区大久保領家59
火・木・土曜営業
トマト、ブルーベリー、かぼちゃ、アイスプラント、旬の野菜

1年中たくさんの種類の野菜を栽培しています。南アフリカ原産の多肉植物アイスプ
ラントはこの農園の目玉。さいたま市内では大変珍しい野菜です。

9090
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西川農園 048–798–1291

岩槻区野孫188
不定休　米：通年、くわい：12/10までの予約販売
米（コシヒカリ）、玄米、白米（５Kgより）、くわい

国道463号線バイパスの大きな看板が目印です。

101101

石井ぶどう園 048–757–4663

岩槻区掛249
ぶどう：8月上旬～9月上旬、キウイフルーツ：11月の土曜日
ぶどう（巨峰）・キウイフルーツ（香緑、ブルーノ）

採りたて新鮮！我が家の巨峰は美味しいですよ！！キウイの販売・予約も承っており
ます。海外のものとは別格の甘さを味わってください。

102102

彩りの金子園 048–757–1336

岩槻区平林寺855
9:00～17:00　7月中旬～10月初旬
梨（幸水、彩玉、豊水、あきづき、新高）、ぶどう、

　 米（コシヒカリ）、ブルーベリー
コシヒカリは、通年販売しております。全商品直売専門ですので、味と品質には特に
気を遣っております。電話確認のうえ、お越しください。

103103

小磯梨園 048–757–5158

岩槻区掛121
9:00～16:00　梨：8月上旬～中旬　バラ：4月上旬～5月下旬
梨（幸水）、バラ（苗木、鉢物）、米（コシヒカリ）

バラは四季咲き・つるバラなど多品種あります。

104104

斉藤勉梨園 048–756–6645

岩槻区掛497-1
10:00～17:00　8月上旬～9月下旬
梨（幸水、豊水）

105105

KANEKO FARM
（金子農場）

048–799–1143

岩槻区大森189
9:00～17:00
お米、長ネギ、カラフル人参、ルッコラ　など

時期により販売品目が異なる為、お電話にてお問い合わせの上お越しください。
珍しい野菜も栽培していますので是非お越し下さい。

107107

鈴木仙一農園 048–799–1322
（FAX：048‒799‒1322）

岩槻区大野島163
トマト（スーパーファースト）、埼玉県認証特別栽培農産物（コシヒカリ、

　 自家採種岩槻ねぎ）

養液栽培のファーストトマトを１度食べてみてください。伝統の岩槻ねぎも取り扱っ
ております。

106106

中村農園 048–798–6523

岩槻区笹久保新田743
9:00～17:00　２月下旬～７月上旬
トマト

水分量を調節し、甘みのあるトマトを目指して栽培しています。

100100

当摩養鶏場 048–799–1633

岩槻区長宮1086-1
通年営業
卵、米

育ちざかりのお子様はもちろん、お年寄りの方にも自信を持ってお勧めできるおいし
くて安全な卵です。遠方よりお越しの方は、お気軽にお問合せください。宅配便に
て宅配もいたします。

9999




