
農家民泊・農業体験
農産物直売所・飲食店
　　　　　　　　　　　　　など241施設
掲載！

和歌山は、おいしい食べ物のふるさと。
自然の恵みあふれる和歌山の農山村で、

のんびり過ごしてみませんか？

農山村体験
グリーン・ツーリズムのススメ
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グリーン・ツーリズムのススメグリーン・ツーリズムのススメ
　グリーン・ツーリズムとは、農山漁村に滞在し、その地域ならではの自然や文化、地元の人々との

交流を楽しむものです。

　世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」や緑豊かな山々、豊富な水産資源、黒潮の荒波を受けて雄大

な景観を形成する海岸線、各地に湧出する温泉など、大変豊かな自然環境に恵まれた和歌山県では、

生産量日本一を誇るみかん、うめ、かきをはじめ、多様な農林水産物が生産されています。

　自然の恵みあふれる和歌山の農山漁村では、その地域ならではの資源を生かした四季折々の体験を

楽しむことができます。

　五感で感じる体験は、お子様の心身をたくましく育むと言われています。お子様だけでなく、大人

も驚きや感動がいっぱい！ぜひ、ご家族やお友達と一緒に、食卓を彩る食材のふるさと、和歌山へお

越しください。
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紀北エリア
　かき、ももなどの果樹栽培が盛
んなエリア。1年を通して多様な
体験を楽しむことができます。

紀南エリア
　山、海、川の大自然に恵まれた
環境で、うめや柑橘類、お茶など
の栽培が盛んです。

CONTENTS
P.2 ようこそ和歌山へ！
P.3-4 │特集│田舎暮らしが体験できる「農家民泊」
P.5-12 グリーン・ツーリズムが体験できる施設一覧
P.13 和歌山県の農林水産物マップ
P.14 和歌山県のおもな果物・野菜・魚の旬カレンダー

ようこそ和歌山へ！

紀中エリア
　みかん、うめといった、和歌山
を代表する農産物の産地。花や野
菜類の生産も盛んです。
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「農家民泊」

　和歌山県では、農家が自宅の一室を活用し、宿泊とセットで農業体験を提供

する施設を「農家民泊」として認定しています。

　宿泊定員は 5名以下と小規模ですが、だからこそ、オーナーである農家とゆ

とりある時間を過ごすことができます。

　体験できる内容は、訪れる農家や季節ごとに異なります。野菜や花の栽培や

収穫の作業、収穫した新鮮野菜を使った郷土料理作り、旬の果物を使ったジャ

 特集

田舎暮らしが体験できる「農家民泊」
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※施設情報はP.5 ～ 6に掲載しています。
※宿泊をご希望の場合は、必ず事前に各施設までお問い合わせください。

ム作りなど、農家の暮らしぶりや生業を肌で体験できるお宿です。

　個性あふれる体験はもちろん、農家民泊の大きな魅力は人との交流。田舎暮

らしや就農に興味がある方にもオススメです。

　自然あふれる和歌山で、人と人との「つながり」や「ふれあい」を感じて、

心温まる滞在を楽しんでください。
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食べる買　う体験する泊まる
エリア 市 町 村 名 施設名 住所 問合せTEL・FAX・メール 体験内容

紀
北

紀 美 野 町

JINと小梅 紀美野町梅本636 073-489-3471
【農家民泊】田舎に移住したご夫婦が営
む農家民泊。看板犬のJIN君がお出迎
え。

桜庵 紀美野町大角486-3 073-495-3956
【農家民泊】一年を通して、満天の星空
と四季折々の彩りに心も体も癒されま
す。

紀州北峯山 ごつ庵 紀美野町神野市場438 073-495-3855 【農家民泊】堂々とした佇まい。大正か
ら昭和初期の懐かしさが満載です！

風の古民家 うえみなみ 紀美野町谷667 080-5363-1281 【農家民泊】築150年以上の古民家。
山々にこだまする「山彦」が体験できる。

里の家 赤阪 紀美野町西野地区 073-489-3774
090-1028-3590

【農家民泊】紀美野町のおばちゃん達が
お出迎えする家庭的な民宿。畑での作
業や季節の野菜を使った加工品等の製
造体験等ができます。おばちゃん達から
地元の家庭料理を教わってみてはいか
が？

四季の宿 きみの 紀美野町福井160-2 090-9877-9348 【農家民泊】収穫した野菜と釣り好きの
ご主人が釣った魚を使った料理が自慢！

みさとふれあい自然塾 紀美野町南畑地区 090-2285-7543
kajimoto60@live.jp

【農家民泊】はるばる泉南市からやって
きたカブスカウトの隊長が運営する民
宿。農業、クラフト、アウトドア等…野外
活動好きにはもってこいの体験ができ
ます。

紀 の 川 市
農家民泊 松山 紀の川市桃山町神田244 0736-66-1001

【農家民泊】もも・ブルーベリー収穫、
栽培管理、自然、歴史、散策、アウトドア
クッキング等

若葉農園 紀の川市桃山町元205-2 0736-66-1104 【農家民泊】各種野菜の農作業・収穫体
験など

かつらぎ町

農家民泊 庵野農園 かつらぎ町天野19 0736-26-0304 【農家民泊】高原野菜、ブルーベリー、山
菜、たけのこ等を栽培

農家民泊 上野農園 かつらぎ町天野140 0736-26-0227
【農家民泊】トマト等の高原野菜、さくら
んぼ、ブルーベリー、ぶどう等の果物、
たけのこ等を栽培

農家民泊 表谷農園 かつらぎ町上天野472 0736-26-0443 【農家民泊】夏秋トマト、米、ブルーベ
リー等を栽培

農家民泊 山本農園 かつらぎ町上天野446 0736-26-0378 【農家民泊】米、トマト、ブルーベリー等
を栽培

農家民泊 あっちゃん かつらぎ町御所 0736-22-0300
（かつらぎ町役場代表番号）

【農家民泊】おいしい空気や水で育った
野菜、果物等を提供

農家民泊 けいちゃん かつらぎ町御所 0736-22-0300
（かつらぎ町役場代表番号）

【農家民泊】おいしい空気や水で育った
野菜、果物等を提供

農家民泊 しずちゃん かつらぎ町御所 0736-22-0300
（かつらぎ町役場代表番号）

【農家民泊】おいしい空気や水で育った
野菜、果物等を提供

農家民泊 まゆちゃん かつらぎ町御所 0736-22-0300
（かつらぎ町役場代表番号）

【農家民泊】おいしい空気や水で育った
野菜、果物等を提供

農家民泊 みっちゃん かつらぎ町御所 0736-22-0300
（かつらぎ町役場代表番号）

【農家民泊】おいしい空気や水で育った
野菜、果物等を提供

農家民泊 れいちゃん かつらぎ町御所 0736-22-0300
（かつらぎ町役場代表番号）

【農家民泊】おいしい空気や水で育った
野菜、果物等を提供

農家民泊 谷口農園 かつらぎ町下天野1072 0736-26-0055 【農家民泊】主に、トマト、なす等の高原
野菜を栽培

農家民泊 辻本農園 かつらぎ町下天野250 0736-26-0300 【農家民泊】トマト、米の栽培や農産加工
品（こんにゃく、餅）等

農家民泊 土屋垣内農園 かつらぎ町下天野51-3 0736-26-0236 【農家民泊】米、高原野菜等を栽培

紀
中

湯 浅 町 民宿ヤマギワ 湯浅町栖原809 0737-62-4536 【宿泊施設】果樹園のある宿

広 川 町

広川町津木農家民泊組合 広川町上津木249 080-3132-8785 【農家民泊】広川町内の津木地区農家
で構成された農家民泊組合です。

プライベートリバー津木 広川町上津木5 090-3268-7420
0737-67-2577

【キャンプ・コテージ】キャンプやコテー
ジでの宿泊ができます！冬キャンプも
可。

滝原温泉 ほたるの湯 広川町下津木1539 0737-67-2641 【宿泊施設】洗い場のシャワーに源泉を
使用。露天風呂、サウナ風呂有。

※利用には事前予約が必要な施設もあります。詳細は各施設へ直接お問い合わせください。

グリーン・ツーリズムが体験できる施設一覧
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エリア 市 町 村 名 施設名 住所 問合せTEL・FAX・メール 体験内容

紀
中

有 田 川 町

山荘 アオ 有田川町粟生 0737-22-0550 【宿泊施設】有田川のせせらぎを堪能で
きる。

和の宿 有田川町賢 0737-52-2462 【農家民泊】よもぎ餅、野菜の収穫等の
体験もある。（要予約）

コテージ（A〜Fの6棟） 有田川町清水 0737-25-1059 【宿泊施設】森の中にあるコテージで、
アウトドア気分を思う存分満喫

古民家の宿 左太夫 有田川町清水 0737-25-1059
【宿泊施設】茅葺き屋根の古民家の宿。
囲炉裏を囲めば会話も弾みます。（１棟
貸し、15名まで収容可）

古民家の宿 やすけ 有田川町清水 0737-25-1059

【宿泊施設】土壁づくりで囲炉裏のある
素朴な古民家の宿。1棟貸しなので、気
の合う仲間や団体の合宿等に人気があ
ります。（20名まで収容可能（団体用））

しみず温泉あさぎり 有田川町清水1233 0737-25-1181
【宿泊施設】隣接のしみず温泉でほっこ
りした後は、静かな谷あいで優雅にたた
ずむあさぎりでご宿泊

レ・アーリ 有田川町清水607 0737-25-1288

【宿泊施設】木のぬくもりを感じるモダ
ンな空間。自炊に必要な調理器具完
備、長期滞在可。愛犬と同宿できる棟も
ある。

農家民泊-KI・TO・RA- 有田川町杉野原832 0737-26-0451 【農家民泊】稲刈り、さんしょう収穫、野
菜収穫、陶芸等の体験もある

印 南 町

カナカナファーム辻井 印南町印南原4773-38 0738-44-7017 【農家民泊】みかん、はっさく、一寸豆の
収穫体験

農家民泊 楽らく紀州 印南町印南原657 0738-44-0181 【農家民泊】野菜、はっさく、うめ等の収
穫体験

矢戸田自然塾 印南町西神ノ川37-2 0738-20-2213 【農家民泊】薪割り、かまど、五右衛門風
呂、ピザ作り、自然農法、餅つき等

MINPAKU庄田 印南町羽六902 0738-45-0423 【農家民泊】みかん収穫、山菜採り、そば
打ち体験

日 高 川 町

風呂谷ビレッジ 日高川町佐井185 0738-55-0094 【農家民泊】田舎暮らしお試し滞在住
宅、自炊

シャンティーファームリトリートハウス 日高川町高津尾769-1 090-4450-0367 【農家民泊】

恵の宿 日高川町高津尾655-1 0738-54-0234
090-1965-8159 【農家民泊】

紀
南

田 辺 市

秋津野農家民泊の会 田辺市上秋津 0739-35-1199

【農家民泊】体験を通じて農業・農村を
実感して頂き、収穫の喜びや地域の
人々とのふれあいなどを楽しんでくださ
い。

農家民泊 未来農園 田辺市上秋津2401 0739-35-0524 【農家民泊】みかん、うめの収穫加工な
どの農作業体験

ゲストハウス タオ 田辺市上芳養1738 080-1508-0713
【宿泊施設】静かな里山に囲まれ、人目
を気にせずにゆったり過ごすことができ
ます。

白 浜 町 南紀州交流公社 白浜町安居306-1 0739-53-0055

【農家民泊】一般の農家や漁家に宿泊し
て田舎暮らしを体験し、受入家庭との交
流を深めます。お客様ではなく家族の一
員としてお迎えします。

那智勝浦町

円満地公園オートキャンプ場 那智勝浦町大野216 0735-56-0771 【宿泊施設】オートキャンプ場、コテー
ジ、ログハウス

農家民泊 JUGEMU 那智勝浦町大野1246 0735-30-1088

【農家民泊】お米や野菜などすべて有機
無農薬で栽培しています。農作業・薪風
呂炊き・食器のあと片付けなどできる限
りお手伝いいただけると幸いです。

みなみ野フィールズ 不動坂 那智勝浦町南平野1227 0735-52-6176
090-7485-5619 【農家民泊】体験メニューあり

古 座 川 町 民泊 鮎のたなみや 古座川町直見91 0735-72-2138
【農家民泊】県ふるさと定住センター近
くの農家民泊。月野瀬にお食事処があ
ります。
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泊まる 食べる買　う体験する
エリア 市 町 村 名 施設名 住所 問合せTEL・FAX・メール 体験内容

紀
北

和 歌 山 市

農業体験農園「梅原ファーム」 和歌山市梅原298-1 073-473-9402
（JAわかやま営農生活部）

有機野菜の栽培が学べます。栽培講習
会、肥料、農機具、資材が用意されてい
ます。とれた野菜は持ち帰れます。

農業体験農園「太田ファーム」 和歌山市新中島58-1 073-473-9402
（JAわかやま営農生活部）

有機野菜の栽培が学べます。栽培講習
会、肥料、農機具、資材が用意されてい
ます。とれた野菜は持ち帰れます。

海 南 市

海南市民農園 海南市且来986番地1ほか 073-483-8464
（海南市産業振興課）

小さな区画の農地を利用して、自家用
の野菜や花などを育てることができま
す。

農業体験農園「青空ファーム」 海南市小野田 073-473-9402
（JAわかやま営農生活部）

有機野菜の栽培が学べます。栽培講習
会、苗、種、肥料、農機具、資材等が用意
されています。とれた野菜は持ち帰れま
す。

紀 の 川 市

JA紀の里体験農業部会 紀の川市打田1414番地
0736-77-0810

（JA紀の里営農部営農支援
課）

みかん、かき、もも、野菜、水稲等の作業
体験をはじめ、ジャム等の食体験、草木
染め等のクラフト体験を１年を通じて実
施（メニューによって、体験できる時期
が異なります）

紀の川市観光交流拠点（紀楽里） 紀の川市貴志川町神戸802-1 0736-79-3700 観光案内、情報発信、物販、各種受付
（紀の川市の最新情報をお届けします）

貴志川観光いちご狩り園 紀の川市貴志川町神戸238
0736-64-7212（期間中）

（貴志川観光いちご狩り協
会）

いちご食べ放題

雨山観光農園 紀の川市野田原98-1 0736-67-0312 キウイ・みかん狩り、ジャムづくり（キウ
イ・ブルーベリー）

岩 出 市 愛SUNさん工房 岩出市山614 0736-67-7711
地場産食材を使った、安心・安全な農産
物加工品の販売のほか、味噌作り体験
も行っています。（営業日：毎週水・日）

橋 本 市
国城観光農園 橋本市清水1342 090-3999-5295 かき、みかん、キウイ狩り

万葉の里味伝承まきはうす 橋本市隅田町真土425 0736-32-4386 味噌造り

かつらぎ町

かつらぎ町観光農園連絡協議会 かつらぎ町内 0736-22-0300
（かつらぎ町役場代表番号）

いちご、かき、みかん、なし、うめ、もも、
ぶどう、トマト、じゃばら狩り、くり拾い

木下農園 かつらぎ町笠田中 0736-22-1765 甘柿狩り

門農園 かつらぎ町笠田東 0736-22-1788
090-8520-2463 ぶどう狩り

山本農園 かつらぎ町上天野 0736-26-0378
090-1674-8211 トマト狩り

新岡農園 かつらぎ町窪 0736-22-5830 じゃばら狩り

井尾巌農園 かつらぎ町御所 0736-22-4053
090-7483-7526 ぶどう狩り

井尾かつ子農園 かつらぎ町御所 0736-22-1965 ぶどう狩り

井尾浩二農園 かつらぎ町御所 0736-22-2466
090-3656-6582 ぶどう狩り

上垣内農園 かつらぎ町御所 0736-22-2972
090-1023-2844 ぶどう狩り

大家農園 かつらぎ町御所 0736-22-2165 ぶどう狩り

喜多農園 かつらぎ町御所 0736-22-1398 ぶどう狩り

下垣内農園 かつらぎ町御所 0736-22-3013
090-2106-7513 ぶどう狩り

中谷農園 かつらぎ町御所 0736-22-4772 ぶどう狩り

長谷場農園 かつらぎ町御所 0736-22-2344
090-5011-7596 ぶどう狩り

松山農園 かつらぎ町御所 0736-22-2345 ぶどう狩り

水浦農園 かつらぎ町御所 0736-22-1539
090-5046-2999 ぶどう狩り

森下農園 かつらぎ町御所 0736-22-2975
090-7106-5158 ぶどう狩り

林農園 かつらぎ町佐野/寺尾 0736-22-2072
090-1070-3926 佐野：もも狩り、寺尾：甘柿狩り

むらた農園 かつらぎ町佐野 080-6155-8782 いちご狩り

浦農園 かつらぎ町志賀 0736-26-0064 くり拾い

中前農園 かつらぎ町新城 0736-22-0409
090-4301-0639 トマト狩り

大西農園 かつらぎ町背ノ山 0736-22-5050
090-3278-0788 甘柿狩り
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エリア 市 町 村 名 施設名 住所 問合せTEL・FAX・メール 体験内容

紀
北

かつらぎ町

阪口農園 かつらぎ町背ノ山 0736-22-4944
090-3465-3543 大梅、トマト、もも、みかん、甘柿狩り

果夢果夢バザール かつらぎ町寺尾 0736-22-8993 もも狩り

池田農園 かつらぎ町東渋田 0736-22-2019 くり拾い

クボタ農園 かつらぎ町東渋田 0736-22-2513
090-8207-8331 トマト狩り

坂田農園 かつらぎ町東渋田 0736-22-2129
090-5894-2910 なし狩り

名山農園 かつらぎ町東渋田 0736-22-2508
090-4903-2858 もも、なし、甘柿狩り

頭根農園 かつらぎ町広口 0736-25-0015 大梅狩り

九 度 山 町

いちごの里 裕 九度山町九度山11-2 0736-54-3989
080-6145-9398 いちご狩り

イチゴランドカプリ 九度山町慈尊院1160-1 0736-54-3506
090-3999-5799 いちご狩り

奥いちご農園 九度山町慈尊院149-3 0736-54-3733
090-1079-9837 いちご狩り

㈶九度山町柿の里振興公社 九度山町入郷5-5 0736-54-9966 富有柿オーナー

高 野 町

大滝里山の家 中谷 高野町大滝31 0736-56-2363 熊野参詣道小辺路ウォーク、林業体験、
川遊び等

おおたき山の学校 高野町大滝27 0736-56-3443 熊野参詣道小辺路ウォーク、おおたきの
暮らし体験、林業体験等

高野山寺領森林組合 高野町高野山45-10 0736-56-2828
草木染め体験（野山の植物から色をもら
い、オリジナルのハンカチを染め上げる

（対象：15名以上の団体））

掛やきもち店"HANASAKASO" 高野町花坂677 0736-56-4047 農業体験、川遊び、やきもち作り体験等

高野槇ハウス 門谷 高野町花坂673 0736-56-3997 高野山町石道ウォーク、こんにゃく作り、
蕎麦打ち等

谷あいの隠れ家 田和 高野町花坂195 0736-56-4003 高野山町石道ウォーク、農業体験等

紀
中

有 田 川 町

千葉フルーツパーク 有田川町大賀畑 090-8931-8180 ぶどう狩り

岩倉農園 有田川町・千葉山 0737-52-3352 ぶどう狩り

きびふれあい農園 有田川町奥 0737-52-2111 貸し農園

藤岡農園 有田川町小島 0737-52-3190 みかん狩り

林農園 有田川町小島 0737-52-3818 みかん狩り

有田巨峰村 有田川町川口1054-157 0737-32-4484 ぶどう狩り

まる太農園 有田川町川口 0737-32-2074 ぶどう狩り

森園 有田川町川口1054-24 0737-32-3843 ぶどう狩り

山本憲一農園 有田川町川口 0737-32-4582 ぶどう狩り

吉田農園 有田川町川口 0737-32-4585 ぶどう狩り

和の宿 有田川町賢 0737-52-2462 よもぎ餅づくり、野菜の収穫など

奥農園 有田川町彦ヶ瀬 0737-34-2235 くり拾い

しみず木工等体験センター 有田川町清水1078-1 0737-25-0049 紀州材で本立てやイス、水鉄砲等の製
作体験ができます。

体験交流工房わらし 有田川町清水1218-1 0737-25-0621
地域に伝わる「保田紙」を継承している
唯一の工房。紙漉きやうちわづくりを体
験できる。わらぞうりも作ってみよう。

道の駅しみず ふれあいの丘スポーツパーク 有田川町清水607 0737-25-1288 川魚のつかみ取りやバーベキュー、テニ
スができます。有田川で川遊びも！

達人村（たっとむら） 有田川町下津野2104-1 0737-22-8008 ポン酢づくり体験、鯖すしづくり体験

小澤農園 有田川町庄 0737-52-4695 みかん狩り

どんどん広場 有田川町庄1003-2 0737-52-6661

みかん狩り（11月中旬〜12月20日頃に
かけてみかん狩り体験が可能。※予約
制につき、体験日前日までにご連絡下
さい）

農家民泊-KI・TO・RA- 有田川町杉野原832 0737-26-0451
まちの特産品山椒や稲作などの農業体
験はもちろん、併設する工房では作陶も
できます。（要予約）

湯 浅 町 民宿ヤマギワ 湯浅町栖原809 0737-62-4536 みかん狩り

広 川 町
栗山園 広川町井関26 0737-62-4917 みかん狩り

広川町津木農家民泊組合 広川町上津木249 080-3132-8785 田植え体験、稲刈り体験、カヌー体験な
ど、四季折々の体験メニューがあります。
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エリア 市町村名 施設名 住所 問合せTEL・FAX・メール 体験内容

紀
中

広 川 町
プライベートリバー津木 広川町上津木5 090-3268-7420

0737-67-2577

大人も子供も大満足！川だけじゃない川
体験！（ピザづくり、BBQ、カヌー体験な
ど）

浅井農園 広川町南金屋512 0737-62-3873 ブルーベリー狩り

御 坊 市

観光農園ひだか 御坊市名田町上野1420 0738-29-2348 いちご・メロン・すいか・ミニトマト・花狩
り

農園紀の国 御坊市名田町上野1335-4 0738-29-3070 いちご・メロン狩り

御坊観光みかん園 御坊市藤田町 0738-22-3381 みかん狩り

日 高 町 金崎竹材店 日高町原谷１２９３ 0738-63-2101
黒竹民芸品作り（全国一の生産量を誇
る黒竹を使った民芸品を作ることがで
きます）

印 南 町
サンシャイン牧場果樹園 印南町印南原5640 0738-44-0351 ぶどう、いちご狩り

共栄花の里産品所 印南町宮ノ前382 0738-43-0340 花、えんどうまめ、ミニトマト収穫

み な べ 町

ぷらむ工房 みなべ町晩稲1187 0739-74-2406 南高梅の収穫体験（6月中）、梅干しづく
り体験（梅が塩漬けされた後の作業）

まあと工房 みなべ町谷口48-1 080-1441-3469 いちご狩り体験（「よつぼし」、2〜5月
GW）

梅染愛好会 みなべ町徳蔵304 090-8750-3284 梅染め体験（梅の木や皮を砕いて煮出
した染液を使った染物）

紀州本庄うめよし みなべ町西本庄278 0739-74-2433 南高梅の収穫（梅拾い、梅もぎ）体験（6
月中）、赤しそ収穫体験

松川農園 みなべ町東岩代1697 0739-72-2416 南高梅の収穫体験（6月上〜中旬）、南
高梅の枝剪定体験（10〜2月）

日 高 川 町 ゆめ倶楽部21 日高川町大字土生160
0738-23-9511

（日高川町役場企画政策課
内）

農業体験、森の恵み体験、手作り体験、
遊び体験など約20種類の体験メニュー
を用意しています。

紀
南

田 辺 市

紀南観光ブドウ園 田辺市稲成町動鳴気1635 0739-24-2305
ぶどう狩り（味はどこにも負けません。
皮ごと食べられるぶどうが沢山あります

（8〜10月上旬））

秋津野直売所「きてら」 田辺市上秋津1487-1 0739-35-1177 みかん狩り（シーズンごとの柑橘類の収
穫体験を楽しんで頂けます）

秋津野農家民泊の会 田辺市上秋津 0739-35-1199 みかん、うめの収穫・加工などの農作業
体験

農家民泊 未来農園 田辺市上秋津2401 0739-35-0524 みかん、うめの収穫・加工などの農作業
体験

ゲストハウス タオ 田辺市上芳養1738 080-1508-0713
梅ジュース・梅酒づくり、みかんの収穫
等、静かな里山に囲まれ、人目を気にせ
ずにゆったり過ごすことができます。

白 浜 町 南紀州交流公社 白浜町安居306-1 0739-53-0055

体験プログラムに関わり指導をするの
は地域に暮らす人々です。体験を通した
交流はさまざまな感動をよび、お互いに
心高まる機会にしたいと考えています。

那智勝浦町

色川地域振興推進委員会 体験班 那智勝浦町内 0735-56-0345 農的暮らしの体験（農家民泊で農作業
体験等（有料））

棚田を守ろう会 那智勝浦町大野2178 080-2400-7327 棚田作業体験等

太田農園 那智勝浦町中里177-1 090-5153-7551

まりひめ苺のいちご狩り（土づくりに那
智勝浦町特産品のマグロを元にしたボ
カシ肥料を使うなど、環境にも優しい安
心安全な苺づくりを心掛け頑張ってい
ます）

古 座 川 町 農業組合法人 古座川ゆず平井の里 古座川町平井469 0735-77-0123
古座川のゆずを使った、こんにゃくや
ジャム、マーマレード作りが体験できま
す。（要予約）
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体験する泊まる 食べる買　う
エリア 市 町 村 名 施設名 住所 問合せTEL・FAX・メール 体験内容

紀
北

海 南 市
ファーマーズマーケットとれたて広場 海南市重根西二丁目3番地5 073-487-0900 地元で生産された「安全・安心・新鮮」な

農産物や加工品等を販売します。

海南軽トラ市 海南市名高（JR海南駅前広場） 073-483-8464
（海南市産業振興課）

地元で生産された農産物等を軽トラに
積んで、生産者自身が販売します。

紀 美 野 町 ふれあい公園 緑の郷農産物販売所 紀美野町西野971 090-5258-0458
紀美野町の旬の農産物や地場産品、地
元の加工品や和歌山県のおみやげ、公
園の遊具も手に入ります。（休館日：火曜）

紀 の 川 市

貴志川観光物産センター 紀の川市貴志川町前田135-1 0736-64-8787 特産品のいちごを活かしたジャムやお
菓子、ワイン等が自慢

JA紀の里貴志川ふれあい市場 紀の川市貴志川町前田135-1 0736-64-1213 地元農産物の販売所。地元の農産物を
たくさん用意しています。

特産センターこかわ 紀の川市粉河2046-1 0736-73-8500 西国第三番札所粉河寺の大門橋南詰
にあるアンテナショップ

めっけもん広場 紀の川市豊田56-3 0736-78-3715
採れたて、四季折々の野菜や果物、花
などが豊富に揃う大人気の農産物直売
所。果実まるごとジェラートも人気です。

道の駅「青洲の里」 紀の川市西野山473 0736-75-6008 特産の金山寺味噌や梅干し等、お土産
がいっぱい

ファーマーズマーケット紀ノ川ふうの丘 紀の川市平野927 0736-75-3173 人と人のふれあいを大切にしたフレンド
リーな雰囲気のお店

桃山特産センター 紀の川市桃山町市場404-1 0736-66-2384 全国的に有名な「あら川の桃」や、ももを
原料とした加工品等の地場産品を販売

岩 出 市

OINACITY（おいなシティ） 岩出市荊本20 0736-62-8313

「めっけもん広場」の姉妹店。地場産野
菜や果物を中心に販売しています。ま
た、地元婦人部による地元産にこだわっ
た、店内で調理・販売する惣菜コーナー
もあります。

道の駅「根来さくらの里」 岩出市押川37-1 0736-69-0210
地場産の新鮮な農産物及び加工品を販
売しています。（定休日：毎月第1火曜、
お盆、年末年始）

橋 本 市

はしたま 橋本市小峰台二丁目13-8 0736-36-3258 新鮮産みたて卵、野菜などを販売

やっちょん広場 橋本市岸上522-1 0736-33-2500 農産物直売所

橋本市エコパーク紀望の里 ひとと紀館 橋本市高野口町大野1807-1 0736-26-7227 野菜、果物、みそなどを販売

橋本市高野口町ふれあい農産物直売所 橋本市高野口町上中26 0736-42-4883 野菜、果物、みそなどを販売

みどりのやかた農産物販売所 橋本市高野口町田原106 0736-42-5326 野菜、果物、草餅、こんにゃくなどを販売

出塔ふれあい市場 橋本市出塔352-10 090-2387-2764 野菜、果物、花、みそなどを販売

JA紀北かわかみ・みのり直売所 橋本市脇663-63 0736-32-0204 かきなどを販売

かつらぎ町

道の駅「かつらぎ西（上り）」 かつらぎ町笠田東1271-28 0736-22-7810
京奈和自動車道かつらぎ西PA（上り線）
にある直売所。地元産の新鮮な野菜や
果物、加工品を販売

道の駅「かつらぎ西（下り）」 かつらぎ町笠田東1270-22 0736-22-8880 京奈和自動車道かつらぎ西PA（下り線）
にある直売所。和歌山のお土産も販売

まるしげ農園 かつらぎ町笠田東817-5 0736-22-1241 果物、花、あんぽ柿などを販売

天野の里物産販売所ようよって かつらぎ町上天野786 0736-26-0360 野菜、米、農産加工品などを販売

道の駅「紀の川万葉の里」 かつらぎ町窪487-2 0736-22-0055 新鮮な果物、野菜などを販売

かつらぎ町観光案内・産品販売所「彩や」 かつらぎ町佐野702（かつらぎ
温泉 八風の湯内） 0736-26-7770 町キャラクターグッズ、特産品を販売

志賀加工体験施設「ありがとうの店」 かつらぎ町志賀1348-2 0736-26-0464 野菜、米、みそなどを販売

道の駅「くしがきの里」 かつらぎ町滝５３－１ 0736-25-0088
串柿の生産日本一を誇る四郷（しごう）
地区にある直売所。新鮮な野菜や果物
を販売

果夢果夢バザール かつらぎ町寺尾54-61 0736-22-8993 果物、野菜、しいたけ、みそなどを販売
（6/20〜8/10頃）

和歌山県農林大学校「和農市」 かつらぎ町中飯降４２２ 0736-22-2203
学生が実習や卒論研究等で栽培した果
物・野菜・花き類を販売（木曜14:00〜
15:00）

柿の茶屋 かつらぎ町西飯降614-1 0736-22-7024 果物、野菜、花、柿酢、あんぽ柿などを
販売

花園生産物直売所（あじさい園） かつらぎ町花園久木364-26 0737-26-0888 高野まき、餅、ごま豆腐などを販売

こんにゃくの里 かつらぎ町星川324 0736-22-3432 果物、野菜、こんにゃくなどを販売

九 度 山 町
九度山ふるさと産品直売所 九度山町九度山518-1 0736-54-4747 果物、野菜、花、卵などを販売

農林総合研修センター「さえもん」 九度山町丹生川246-1 0736-54-3800 柿アイス、柿ジャムなどを販売
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エリア 市 町 村 名 施設名 住所 問合せTEL・FAX・メール 体験内容

紀
中

広 川 町 広川町立ふれあい館 広川町山本971-1 0737-22-3211 直売所とレストランの複合施設。新鮮な
野菜や果物が並びます。

有 田 川 町

道の駅 しらまの里 有田川町宇井苔213-1 0737-32-4970 直売所

道の駅 明惠ふるさと館 有田川町金屋322-1 0737-32-9778 ふるさと産品や野菜、パンなどを販売

どんどん広場 有田川町庄1003-2 0737-52-6661
地元農家が、丹精込めて作った野菜や
果物、花など、毎朝”とれたて”で出荷さ
れる。

ファーマーズマーケットありだっこ 有田川町土生33-1 0737-53-1311 直売所

道の駅 あらぎの里 有田川町三田664-1 0737-25-0088 店特製の豆腐、こんにゃくが自慢。地元
の新鮮な野菜や米等も販売。

御 坊 市
NPO法人菜の花会 御坊市塩屋町南塩屋450-7 0738-23-6267 釜焚製造による「塩屋の天塩」、クッキー

等を販売

マルシェ森岡 御坊市塩屋町南塩屋1898-2 090-1581-1805 毎月第3日曜日（9:00〜11:00）、地元
農産物を直販

日 高 町 さわやか日高 日高町荊木5-3 0738-63-1333
0738-63-3466（FAX）

JA紀州の「新鮮・安心・安全」なファー
マーズマーケット。地場でとれた新鮮な
旬野菜・果物・花を生産者の方々が出品
し、消費者の皆様と話し合えるフレンド
リーなお店。

由 良 町 道の駅 白崎海洋公園 由良町大引960-1 0738-65-0125 由良町の農産物や産品を販売

印 南 町

印南町 軽トラ市 印南町印南2570 0738-42-1737
地元の農産物、海産物及び加工品等を
軽トラ等に積んで、生産者等が販売しま
す。（年4回：3、6、10、12月）

フレッシュマート特産品直売所 印南町印南261-1 0738-42-1356 地元の農産物及び加工品を直売

ふる里産品所“いなはらふれあい” 印南町印南原698-2 0738-44-0360 地元の農産物、海産物及び加工品を直
売

日高観光物産センター㈱
（印南サービスエリア内） 印南町西ノ地951-7 0738-43-1730 日高の特産品を販売

共栄花の里産品所 印南町宮ノ前382 0738-43-0340 地元の農産物、海産物及び加工品を直
売

み な べ 町
道の駅 みなべうめ振興館 みなべ町谷口538-1 0739-74-3444 展示施設、直売所

ほんまもん ふるさと産地直売所 みなべ町東吉田274-1 0739-72-1191 直売所

日 高 川 町
道のほっとステーションみやまの里 日高川町初湯川197-5 0738-57-0113 地元の名産特産品の直売

道の駅 SanPin中津 日高川町船津820 0738-54-0541 地元の名産特産品の直売

紀
南

田 辺 市 ファーマーズマーケット紀菜柑 田辺市秋津町752-1 0739-81-0831
田辺から串本までの柑橘や野菜、花、梅
干しなどが揃う直売所です。また、農業
に関する体験イベントも開催しています。

白 浜 町

直売所「あぜみち」 白浜町栄691 0739-45-2780

「地元でとれたものを地元で消費しても
らう」がポリシーです。花の施設栽培が
多い地域で、ガーベラなどが年中出荷
されています。生産履歴提出厳守で、安
全・安価な農産物を販売しています。

しおさいの館「にこにこ市」 白浜町日置2039 0739-87-2067

生産者の顔が見え、安心して食べられる
野菜・果物を安価で提供することをモッ
トーに、生産者もお客様も、いつでもに
こにこできる直売所を目指しています。

す さ み 町 直売所ひまわり会 すさみ町周参見3938 0739-55-2006 地元の農産物や加工品を販売

新 宮 市 かあちゃんの店 新宮市熊野川町田長69 0735-44-0480 地場産野菜や加工品販売など

那智勝浦町
色川よろず屋 那智勝浦町口色川742-2 0735-56-0500 農産物直売・日用品

那智駅交流センター農産物直売所 那智勝浦町浜ノ宮361-2 0735-52-9203 農産物直売

太 地 町 道の駅 たいじ 太地町大字森浦143番地の1 0735-29-7690 新鮮な魚や地元農家が生産した野菜を
味わってください。

古 座 川 町

道の駅 一枚岩「鹿鳴館」 古座川町相瀬290-2 0735-78-0224 地元特産品他

道の駅 虫喰岩「池野山物産販売所」 古座川町池野山705-1 電話なし 地元の農産物、加工品など（営業日：土、
日）

道の駅 瀧之拝太郎「瀧之拝太郎の店」 古座川町小川774-1 電話なし 地元の農産物、ゆず製品などの加工品他
（営業日：土、日）

農事組合法人 古座川ゆず平井の里 古座川町平井469 0735-77-0123 柚子ジュース、柚子たれなどの柚子製
品他

みんなの店 古座川町明神436 0735-78-0234 野菜・加工品他

北 山 村 おくとろ温泉 ヤマザキショップ 北山村下尾井476 0735-49-2575 地域特産品を販売

串 本 町 農園・直売・カフェ「つくる」 串本町古田275-1 0735-67-7240
新鮮な自家製野菜を使ったランチは絶
品！野菜の販売もしています。野菜は毎
日販売。
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買　う体験する泊まる 食べる
エリア 市 町 村 名 施設名 住所 問合せTEL・FAX・メール 体験内容

紀
北

紀 の 川 市 道の駅「青洲の里」 レストラン華 紀の川市西野山473 0736-75-6008 地元産野菜を使った健康メニューを中
心としたバイキング

橋 本 市

卵庵はしたま 橋本市小峰台二丁目13-8 0736-36-2223 玉子かけごはん、親子丼など

卵菓Hashitama 橋本市小峰台二丁目13-8 0736-36-1102 ロールケーキ、プリンなど

食菜館 橋本市岸上522-1 0736-33-2500 農家レストラン

かつらぎ町

歩里人珈琲（ポリトコーヒー） かつらぎ町移218 070-4015-6741
かつらぎ町産フルーツのソーダ。自家
焙煎珈琲とピザもおすすめ。（営業日：月
金土日）

うえすとこーすと（カフェ） かつらぎ町笠田東108-1 0736-22-5984
和風系の小鉢が盛り沢山のランチと、
かつらぎ町のフルーツを使った季節の
ロールケーキが人気

Mika et clair（ミカエクレール） かつらぎ町笠田東162-1 0736-26-4338
かつらぎ町のフルーツを使ったケーキと
スイーツ。カフェも併設。（営業日：月〜
金）

天野和み処 Café 客殿（キャクデン） かつらぎ町上天野140 0736-26-0372
ほっとするおいしさの天野米のお食事
セット。スイーツもおすすめ。（営業日：月
金土日祝、冬季休業あり（2月））

伊咲亭‐Bistro ISAKI かつらぎ町東渋田635 0736-22-1595 フランス家庭料理のランチやスイーツ
が楽しめるお店

鳥唄山馨（トリウタイヤマカオル） かつらぎ町東谷1380 0736-20-6845
かつらぎ町のハーブや野菜、果物を
使ったスパイスカレー（営業日：土日祝、
12〜3月までは冬季休業）

うつわとcafé mute.（ミュート） かつらぎ町広浦219-7 0736-26-3090
かつらぎ町産の野菜やフルーツを使っ
たランチやスイーツ。販売も。（営業日：
火〜土）

こんにゃく工房（レストラン） かつらぎ町星川297-1 0736-22-3433 地元産の高原野菜、果物、農産加工品
などの料理

紀
中

有 田 川 町

道の駅 明惠ふるさと館 有田川町金屋322-1 0737-32-9778 うどん、サンドイッチなど

香料理庵 紅葉 有田川町清水1270-9 0737-25-0966
摘み草懐石、地元産手打ち十割そばが
自慢の料理庵。女将との会話も弾みま
す。（要予約）

しみず温泉あさぎり 有田川町清水1225-1 0737-25-1181 山の幸、川の幸、地場産品等地元の食
材を活かしたお料理が自慢

道の駅しみず ふれあいの丘スポーツパーク 有田川町清水607 0737-25-1288
軽食から地元の食材を活かしたお料理
まで、ニーズに応じてお楽しみくださ
い。

道の駅あらぎの里 有田川町三田664-1 0737-25-0088 店自慢のこんにゃくうどんや紀州地鶏
を使った料理が人気

田舎カフェ かんじゃ 有田川町宮川129 0737-25-1315 特産品の山椒を使ったカフェメニューが
楽しめる（営業日：土日祝）

日 高 川 町 ほろほろ亭（道の駅 SanPin中津内） 日高川町船津820 0738-54-0541 特産品のホロホロ鳥を使った料理が食
べられます。

紀
南

田 辺 市
秋津野ガルテン農家レストラン＜みかん畑＞ 田辺市上秋津4558-8 0739-35-1199 スローフードバイキングのお店

スイーツ工房＜バレンシア畑＞ 田辺市上秋津4558-8 0739-35-1187 地元産柑橘類等を使用したスイーツと
カフェのお店

新 宮 市 かあちゃんの店 新宮市熊野川町田長69 0735-44-0480 地元産の加工品（めはりずし、よもぎも
ち）などを販売

那智勝浦町 交流センター 太田の郷 那智勝浦町南大居231番地 0735-30-0566

地元農家のお母さんが地元野菜で作る
手料理が楽しめます。季節に応じてとれ
たて野菜やいちご・ブルーベリーの販売
もあります。

太 地 町 道の駅たいじ 太地町大字森浦143番地の1 0735-29-7690 新鮮な魚や地元農家が生産した野菜を
味わってください。

古 座 川 町

道の駅 一枚岩「鹿鳴館」 古座川町相瀬290-2 0735-78-0224 うずみ膳、ジビエ定食など

鮎のたなみや 古座川町月野瀬744-1 0735-72-2138 ぼたん荘近くのお食事処。奥さん手作
りの郷土料理が評判（要予約）

南紀月野瀬温泉ぼたん荘 古座川町月野瀬881-1 0735-72-0376 天然鮎やジビエなど地元の食材を活か
した料理など

串 本 町 農園・直売・カフェ「つくる」 串本町古田275-1 0735-67-7240

新鮮な自家製野菜を使ったランチは絶
品！野菜の販売もしています（カフェ営
業日：火木土の11:00〜17:00、ランチ
LO13:30 ※要確認）
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和歌山県の農林水産物マップ

たい

ピーマン
はくさい　米
だいこん
しょうが
にんじん
ほうれんそう
しゅんぎく
こまつな

たまねぎ くろまめ
いちじくみかん

みかん

みかんみかん

はっさく
かき

かき

かき

かき
すもも

くしがき
ネーブル

キウイ
フルーツ

こうやまき

ブタ

ブタ

ブタ

千両

千両

しいたけ

しいたけ

しいたけ

しいたけ

小ぎく

アユ

アユ

千両

しいたけ

しいたけ

しいたけ

くり

くり
ししとう

ししとう

アユ

みょうが

しゃくやく

たまご
たまご

さんしょう

さんしょう

小ぎくぶどう

高冷地野菜
（トマト）

いちご

いちご

いちご

びわ

びわ

もも

たい

シラス

和牛

和牛

和牛

和牛

花木　植木

たちうお

アジ

サバ

イセエビ

イセエビ

きんかん

イサキ

スルメイカ
カツオ

アワビ

トルコギキョウ

スイートピー
トルコギキョウ

マグロ

キャベツ

高冷地野菜
（トマト・きゅうり）

みかん
たまご

カーネーション

甘夏
みかん

キウイ
フルーツ

ブロイラー

ブロイラースプレイぎく

スプレイぎく

こうやまき

ゆべし

しきみ

しきみ

しきみ

しきみ

しいたけ

しきみ

しきみ

さかき

さかき

さかき

備長炭うめ

キャベツ

わさび

うめ

うめ

みかん

すもも

備長炭ホロホロ鳥

おもと

はっさく

はっさく

黒竹

きゅうり
トマト
きゅうり
えんどう

かぼちゃ
レタス
小ぎく
すいか

小ぎくスターチス
かすみそう
ガーベラ

ガーベラ

小ぎく
レタス
うめ

レタス

レタス

ストック

ストック

スターチスうめぼし

かすみそう

みかん

えんどう
ミニトマト

すいか

アユ

アユ

ブロッコリー

ヒロメ

いのぶた

川添茶

音無茶

じゃばら

高冷地野菜
（ししとう）

高冷地野菜
（ほうれんそう）

たかな漬

色川茶

ぽんかん

乳用牛

ゆず

和歌山市

すさみ町

海南市

有田市

湯浅町
広川町

由良町

日高町
美浜町 御坊市 印南町

田辺市

串本町

太地町

新宮市

北山村

白浜町

岩出市

紀の川市

みなべ町

上富田町

古座川町

那智勝浦町

紀美野町

かつらぎ町

有田川町

日高川町

九度山町

橋本市

高野町

奈
良
県

三
重
県

大阪府
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品　　　目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

み か ん

う め

か き

も も

い ち じ く

さ ん し ょ う

え ん ど う

トマト（ミニトマト含む）

い ち ご

は く さ い

だ い こ ん

し し と う

し ょ う が

た ち う お

か つ お

し ら す

ま ぐ ろ

い せ え び

和歌山県のおもな果物・野菜・魚の旬カレンダー

施
し

設
せつ

施設

施設

施設

施設

施設施設

施設

施設

露
ろ じ

地 露地

露地

露地

露地
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鉄道路線図
＆

高速道路

和歌山南スマートIC

天理IC

橿原北IC
郡山南IC

御所南IC 御所IC
橿原高田IC

新
大
阪
駅

和 歌 山 駅

御　坊　駅

紀伊田辺駅

新　宮　駅

紀伊勝浦駅

約1時間

約 1時間 40分

約 2時間 10分

約 4時間 20分

約 3時間 50分

和 歌 山エリアまで　　　　　特急くろしお号利用

日　　高エリアまで　　　　　特急くろしお号利用

田　　辺エリアまで　　　　　特急くろしお号利用

新　　宮エリアまで　　　　　特急くろしお号利用

那智勝浦エリアまで　　　 特急ワイドビュー南紀号利用
名
古
屋
駅

鉄
道
で
の
ア
ク
セ
ス

和
歌
山
県
へ
の
ア
ク
セ
ス

地球環境保護のために、
植物油インクを使用しています。

和歌山県農林水産部果樹園芸課
〒640-8585　和歌山市小松原通1-1

☎073-441-2900  ✉e0703001@pref.wakayama.lg.jp

※営業時間や料金、予約の有無、必要な準備物等については、各施設へ直接お問い合わせください
2020年3月発行 
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