
企画 やまがた広域観光協議会（村山総合支庁 観光振興室）／TEL：023-621-8441（月～金 8：30～17：15）

おいしさ濃縮!秋・冬メニュー!

H30.10/6㊏～H31.3/31㊐

収穫体験のみのプランもあり

このチラシの電子版の
情報などはこちらから

果樹園で、旬のくだものをもぎ取り丸かじり！果樹園
での体験後は、カフェで完熟くだものをたっぷり
使ったスイーツやトーストセットなどを楽しめる
ランチを召し上がっていただきます。

旬のくだものもぎ取り体験とカフェでの旬のくだもの ぎ取 体験 カフ での
くだ の園まるごとコーススランチくだもの園ま ごと ースランチ

料金
定員

オレンジの屋根（カフェ内）オレンジの屋根（カフェ内） 　　  11：00集合～14：00解散
3,000円/人（コースランチ無しの小さいお子様1,500円/人）
2名から体験可能
実施日の3日前まで（団体６名以上の場合は７日前まで）予約

集合場所の
マップは
コチラ

うまいくだもの園
収穫＋ランチ

朝日町1

場所 時間

日程 10/6㊏～11/11㊐、11/23㊎～11/25㊐の㊏㊐㊗

旬の果物を2個もぎ取り、1個を併設のフルーツ
カフェにてフルーツシェイクにしていただきます。
もう1個は、お土産にお持ち帰りください。（フルーツ
シェイク以外の食事の提供はありません。）

さくらんぼだけじゃ い！さく んぼ けじ ない
りんご・ 、山形はフルーツの都りん ・桃 山形はフル ツの

場所
料金

定員

仲野観光果樹園 仲野観光果樹園 11：00集合～13：00解散
1,400円/人
（小学生1,300円/人、未就学児（３歳以上）1,200円/人）
2名から体験可能 実施日の前日まで

集合場所の
マップは
コチラ

天童市仲野観光果樹園

予約

収穫＋ランチ

2

時間

日程 10/13㊏～11/25㊐の㊏㊐㊗

果樹園ランチにフルーツ狩り、パフェ作り体験な
ど旬のフルーツに合わせたプランを用意していま
す。ぜひ、フルーツいっぱいの一日をお過ごしくだ
さい。（10月のフルーツ狩りは、西洋梨です。）

旬の味覚を大満喫！果樹園ランチに旬の味味味 を大満喫！果樹園ラン に
フルーツ狩り・パフェ作りプラン！フルー 狩り パフ 作り ラン

料金
定員

髙橋フルーツランド髙橋フルーツランド 　　　10：00集合～12：00解散
2,500円/人（小学生以下は事前にご相談ください）
2名から体験可能
実施日の2日前まで予約

集合場所の
マップは
コチラ

収穫＋ランチ

上山市3 高橋フルーツランド

日程 10/20㊏・21㊐・27㊏・28㊐
時間場所

清流と山菜の里である細野で山菜・野菜の
収穫体験を行い、旬の山菜ランチを楽しむ
プランです。（2月下旬からは、メープルサッ
プ採取体験を開催予定です。実施日は問合
せにてご確認ください。）

かーか ちゃんパ ーでみんななが笑顔にかー ゃんパワーワ でみんなが 顔に

場所
料金

農家レストラン「蔵」 農家レストラン「蔵」 10：00集合～14：00解散
収穫体験＋ランチ：3,000円/人  ランチのみ：1,700円/人 2名から体験可能 実施日の2日前まで

農家レストラン「蔵」
集合場所の
マップは
コチラ

収穫＋ランチ ランチのみ

尾花沢市4

時間
定員 予約

日程
収穫＋ランチ：10/6㊏～10/28㊐の㊏㊐㊗

（2月以降の実施日は要問合せ）
ランチのみ：10/6㊏以降すべての㊏㊐㊗

敷地内の農園で新鮮な野菜を収穫していただき、
ドラム缶を利用したピザ窯でピザ作り体験。ゆっ
くりとした時間と優しい美味しさを実感いただけ
ます。

ドラム缶ピザ窯で窯ラム缶ピザ で
食べべ物の優しい美美味し をを実感食べ物 優し 美味しさを実感

料金
定員

自然・食 淨心庵　 自然・食 淨心庵　   　　　10：30集合～13：30解散
1,800円/人（小学生1,500円/人）
2名から体験可能
実施日の前日まで予約

集合場所の
マップは
コチラ

自然・食 淨心庵
収穫＋ランチ

東根市5

日程 10/6㊏～11/25㊐の㊏㊐㊗
時間場所

古民家敷地内の野菜畑で季節に応じた野菜
（ラディッシュ・大根・わさび菜など）を収穫し、
採れたての生野菜サラダを季節感のある定番
メニュー「お姫様膳」といっしょにいただけます。

千代乃ばぁち んと千代 ばぁちゃんとの
野菜収穫とササラダつくり体験野菜 穫とサラダつく 体験

料金
定員

梅ヶ枝清水　梅ヶ枝清水　 　　　　10：30集合～12：30解散
2,800円/人（小学生2,700円/人）
2名から体験可能
実施日の前日まで（団体10名以上の場合は2日前まで）

集合場所の
マップは
コチラ

東根市郷土料理 梅ヶ枝清水
め が す ず

予約

収穫＋ランチ

6

時間

日程 10/6㊏～11/25㊐の㊏㊐㊗
場所



高谷農園（臥龍松の北隣）高谷農園（臥龍松の北隣） 　　  10:00集合～11:00解散
600円/人
2名から体験可能　　　　　 実施日の3日前まで

トレーにお好きなタラの芽を約20本、はさみを
使って根元から切り取ります。収穫したタラの芽
はパックに詰めてお持ち帰り。ハウス栽培で大事
に育てられたタラの芽は自然栽培よりもえぐみが
なく食べやすいのが特徴です。

春先取 ! タラの芽 穫春先 り ラの芽収穫春先先 り! ラの芽収穫

料金

定員

矢作矢作農園　　　農園　　　　　 　 10：00集合～11：00解散
800円/人（タラの芽1パック（20本程度）をお持ち
帰りできます）
2名から体験可能　　　 実施日の3日前まで

集合場所の
マップは
コチラ

村山市矢作農園

予約

新鮮さにこだわるため、朝採り、朝出荷をモットー
に毎日収穫しています。雫のついたブロッコリーの
朝採り収穫体験をしてみませんか？とっても軟ら
かくて茎まで甘い、我が家のみんなも大好きな美
味しいブロッコリーがお待ちしています。

サラサラサ の王様王 ブロッコリーサラダ 様 リサラダの王様 ロッ リー
あなあな の手で収穫してし みませんせ か？あなた 手で 穫してみませんか？

料金
定員

中山町中央公民館中山町中央公民館 　　  10:00集合～11:00解散
600円/人（ブロッコリー1玉をお持ち帰りできます）
2名から体験可能　　　　実施日の２日前まで予約

集合場所の
マップは
コチラ

今回から参加しました

今回から参加しました

収穫体験のみ

集合場所の
マップは
コチラ

大石田町大石田新作物研究会

見た目もかわいい初春の野菜、芽キャベツの収穫を
体験していただきます。お持ち帰り量の目安はおお
よそ200gですが、200gを超えても袋をゴムで縛れ
るくらいの量であればお持ち帰り可能です。芽キャ
ベツの生育状況を見るだけでもおもしろいですよ！

ちっ ゃゃくても栄養満点！ちっちゃくて 栄養 点！
芽キャベツ収穫体験芽キャベツ収 体験

料金
場所 時間

定員 予約

集合場所の
マップは
コチラ

ランチのみ

青柳農園 中山町

高谷農園 収穫体験のみ
村山市
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10

1211

場所

場所

時間

時間

日程 10/13㊏～12/2㊐の㊏㊐㊗

日程 1/12㊏～3/31㊐の㊏㊐㊗

日程 1/12㊏～2/24㊐の㊏㊐㊗
（有）明電（有）明電 　　  　　　　10:00集合～11:30解散
2,400円/名・組（自然薯1本をお持ち帰りできます）
2名から体験可能　　　 実施日の2日前まで

豪雪の風土を生かし、早春の畑に積もった残雪のな
か、自分の手で土を掘り、自然薯を収穫する体験を
いたします。雪国育ちの自然薯は、雪の積もった土の
中で熟成するため、とても甘く、こくのある味になり
ます。箸でつまみ上げてもなかなか落ちないほどの
粘りがありますよ。

雪国育ちの自然薯収穫体験雪国雪 ちの自然薯収穫 験

料金
場所 時間

定員 予約

日程 3/2㊏～3/31㊐の㊏㊐㊗

収穫体験の王道を味わえるのがここ。一枚の畑に
ある数種類の野菜から好きな野菜をチョイスして
収穫が楽しめます。

太陽の恵みを太陽 み太陽 恵みを
たっぷりあびびた野菜たち！たっ りあ た野菜た ！

場所
料金

定員

髙橋農園髙橋農園 10：00集合～11：00解散
900円～/人・キロ（おひとり１キロ当たりの料金と
なり、収穫量に応じて価格が変動）
2名から体験可能
実施日の3日前まで

集合場所の
マップは
コチラ

村山市

予約

収穫体験のみ収穫体験のみ 8高橋農園

時間

日程 10/6㊏～11/11㊐の㊏㊐㊗

山菜・キノコをはじめ、山の幸をふんだんに
使った「たしろ里山定食」をお出しします。
（なお、夏季にはお食事と一緒に、ブルーベ
リー摘みも楽しんでいただけます。）

里山の郷土料理里山の 土料理を
食べにきて ださい食べに てく さい

定員
たしろ亭 たしろ亭 11：30～13：00 1,500円/人
1名から利用可能 実施日の3日前まで

集合場所の
マップは
コチラ

寒河江市里山レストランたしろ亭

予約

13

時間

日程 10/7㊐～3/31㊐の㊐
場所 料金

かほくイタリア野菜の園地を見学し、旬のイタリア
野菜の収穫体験を行い、お土産にお持ち帰りいた
だきます。野菜の特徴や食べ方などは、担当農家
が丁寧に説明します。

かほか イタリア野菜収穫体験かほくイタリア野菜 穫体験かほくイタリア野菜 穫体験

料金
定員
予約

河北町商工会河北町商工会 　　　　10：00集合～11：30解散
2,500円/人
2名から体験可能
実施日の3日前まで

かほくイタリア野菜研究会
集合場所の
マップは
コチラ

収穫体験のみ

収穫体験のみ

河北町9

日程 10/13㊏・14㊐・27㊏・28㊐、
11/10㊏・11㊐

時間場所

❶ 予約した農園の右上にあるQRコード
をスマートフォンから読み取り。

❷ 画面右下にある青いボタンをタップ。 

QRコードの使い方
お手持ちのスマートフォンに集合場所のGoogleマップと

その経路を表示します。

こ
れ
こ
れ
こ
れ
は
便
利
！

便
利
！

こ
れ

❸

お問合せ・お申し込み

http://www.higashine.com
からネット予約可能 

！

！

！

！

利用には予約が必要となります。

各農園で指定された予約期日の
午後3時までにご予約ください。

収穫体験を行うため、軍手・長靴
などをご用意の上お越しください。

集合場所から農園・レストラン等
までは、お客様の車によるご移動
を前提としています。

全施設のご予約は

TEL：0237-41-1200
9：00～17：00（㊏㊐㊏㊐㊗も対応）

東根市観光物産協会
で対応いたします。

お持ちのケータイ・
スマートフォンを
かざしてください!

ピロンッ
ロン
ピロン

注：スマートフォンを見ながらの運転は危険です。必ず車を停止した注：スマートフォンを見ながらの運転は危険です。必ず車を停止した
状態で操作してください。状態で操作してください。

画面左上で自動車を選択し、
右下の　　　マークをタップ。
迷うことなく集合場所に行くこ
とができます。


