
牧之原市の体験メニューリスト

（一社）まきのはら活性化センター



事業者名 (有)まるととづか

〒421-0502

牧之原市白井1889-4

ＴＥＬ 0548-54-1570

ＦＡＸ

営業時間 9：00～18：00

定休日 日曜日

ＨＰ https://maruto-imo.co.jp

ＭＡＩＬ toduka-427@po3.across.or.jp

体験メニュー 〈干し芋製造体験〉

対応時期 １１月上旬～２月中旬　※事前予約

対応時間 10：00～11：00　14：00～15：00　※1時間

体験料金 ４，950円　完成品１ｋｇ発送料含む

備考 ※持ち物　エプロン・三角布・マスク等

※完成品１ｋｇは完成後発送

事業者名 (株)小栗農園

〒421-0533

牧之原市新庄2090-3

ＴＥＬ 0548-58-0680

ＦＡＸ 0548-58-0248

営業時間 9:00～17：00

定休日 日曜日

ＨＰ https://www.tea-farm.com

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈オリジナルブレンドティーづくり体験〉

対応時期 通年　※日曜日定休　※事前予約

対応時間 10：00～11：00　※1時間

体験料金 大人2,000円・小人1,500円

備考 ※作ったお茶は試飲し、持ち帰りできます
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事業所所在地

事業所所在地
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事業者名 ０５４８ＰＲＯＪＥＣＴ（プロジェクト）

〒421-0422

牧之原市静波2220-5

ＴＥＬ 0548-22-6779

ＦＡＸ

営業時間 11：00～17：00

定休日 火曜日

ＨＰ https://0548pjt.com

ＭＡＩＬ 0548project.2018@gmail.com

体験メニュー 〈海の近くでバーベキュー体験〉

対応時期 通年　※不定休　※事前予約

対応時間 11：00～17：00

体験料金 １名3,500円～　

備考 ※10名以上～の予約

事業者名 ホワイトハウス

〒421-0422

牧之原市波津767

ＴＥＬ 0548-52-5115

ＦＡＸ

営業時間 10:00～17：00

定休日 月曜日

ＨＰ https://m.facebook.com/whitehouseakinoya

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈室内釣り体験 〉

対応時期 通年　※月曜日定休

対応時間 10：00～17：00　※30分間

体験料金 600円　※30分間 

備考 釣った金魚持ち帰りＯＫ！※３匹まで

釣った金魚の数で、景品（お菓子・かき氷

おでん等）と交換できます。
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事業所所在地

事業所所在地
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事業者名 ホワイトハウス

〒421-0422

牧之原市波津767

ＴＥＬ 0548-52-5115

ＦＡＸ

営業時間 10:00～17：00

定休日 月曜日

ＨＰ https://m.facebook.com/whitehouseakinoya

ＭＡＩＬ howaitohausuakinoya@yahoo.co.jp

体験メニュー 〈ボトルアクアリウムづくり体験 〉

対応時期 通年　※月曜日定休　※事前予約

対応時間 10：00～17：00

体験料金 ﾎﾞﾄﾙｱｸｱﾘｳﾑ2,200円～ ※30分間～1時間

備考 セット・・・魚1匹・水草・砂利・エサ　

他…オプション追加で別途料金です

事業者名 グリンピア牧之原

〒421-0508

牧之原市西萩間1511

ＴＥＬ 0548-27-2995

ＦＡＸ 0548-27-2294

営業時間 10：00～17：00

定休日 年末年始（12/29～1/3）

ＨＰ https://grinpia.com

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈お茶摘み体験〉

対応時期 4月下旬～10月中旬　※年末年始定休

対応時間 平日11：00～　日曜・祝日11：00～・14：00～

体験料金 大人820円 ・ 小人720円　※お土産付

備考 ※団体の場合は事前予約

※茶娘衣装レンタル（事前予約）

（大人用・子供用ともに880円）
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事業者名 グリンピア牧之原

〒421-0508

牧之原市西萩間1511

ＴＥＬ 0548-27-2995

ＦＡＸ 0548-27-2294

営業時間 10：00～17：00

定休日 年末年始（12/29～1/3）

ＨＰ https://grinpia.com

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈お茶工場・チョコレート工場見学〉

対応時期 通年　※年末年始定休

対応時間 10：00～17：00　※約30分間～1時間

体験料金 無料

備考 ※団体は事前予約

※週末・出荷の都合により、チョコレート

工場・工房がお休みの場合があります。

事業者名 さがら子生れ温泉会館

〒421-0508

牧之原市西萩間672-1

ＴＥＬ 0548-54-1126

ＦＡＸ 0548-54-1260

営業時間 10：00～21：00

定休日 第2火曜日　12/31 ・ 1/1

ＨＰ https://koumareonsen.com

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈源泉かけ流し天然温泉の入浴〉

対応時期 通年　※上記定休日

対応時間 10：00～21：00　※4時間

体験料金 中学生以上550円 ・ 3才以上300円

備考 ※フェイスタオル・バスタオル等、別途

販売品となるものがあります

※設備点検の為、臨時休業させて

いただく場合があります
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事業者名 釜炒り茶柴本

〒421-0414

牧之原市勝俣2695

ＴＥＬ 080-7016-1201

ＦＡＸ

営業時間 ①10：00～②12：15～③14：30～④16：30～

定休日

ＨＰ https://chajihen.com

ＭＡＩＬ info@chajihen.com

体験メニュー 〈プライベートティーテラス貸出〉

対応時期 通年　※事前予約

対応時間 ①10：00～②12：15～③14：30～④16：30～

体験料金 1人  3,000円　※1時間30分

備考 ※お茶のふるまい付き

※テラスは受付（柴本宅）から歩いて10分

※④16：30～は11月～2月の間は

営業しません。

事業者名 牧之原乗馬クラブ

〒421-0404

牧之原市静谷2490-8

ＴＥＬ 0548-25-2525

ＦＡＸ 0548-23-3310

営業時間 9：00～17：10

定休日 火曜日

ＨＰ https://makinohara-jouba.club

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈乗馬体験〉

対応時期 通年　※前日17：00までに要予約

対応時間 夏7：30～１７：40 / 通常9：00～17：10

体験料金 1回5,500円　2回9,350円　※20分間

備考 ※6歳以上～

※別途保険料 250円/1日

※乗馬に使用する（ヘルメット・ショート

ブーツ・チャップス）はレンタル無料です。
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事業者名 牧之原乗馬クラブ

〒421-0404

牧之原市静谷2490-8

ＴＥＬ 0548-25-2525

ＦＡＸ 0548-23-3310

営業時間 9：00～17：10

定休日 火曜日

ＨＰ https://makinohara-jouba.club

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈ポニー引馬体験〉

対応時期 通年　※前日17：00までに要予約

対応時間 10：00～11：00

体験料金 800円　※5分間程度

備考 ※3歳以上～

※長ズボン・運動靴にてお越しください

事業者名 牧之原乗馬クラブ

〒421-0404

牧之原市静谷2490-8

ＴＥＬ 0548-25-2525

ＦＡＸ 0548-23-3310

営業時間 9：00～17：10

定休日 火曜日

ＨＰ https://makinohara-jouba.club

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈乗馬＋厩務員（きゅうむいん）体験〉

対応時期 通年　※前日17：00までに要予約

対応時間 9：30～11：30 夏8：30～10：30 ※約2時間

体験料金 1人 11,000円　※別途保険料250円/1日

備考 ※開催日： 水曜・木曜・金曜の午前中

※土曜日・日曜日希望は要問合せ

※最少催行人数2人～最大4人まで

※小学校1年生以上、以下は親子参加

※馬の手入れ・馬房掃除・餌やり等
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事業者名 マリンプロショップフュージョン

〒421-0532

牧之原市地頭方1215-1

ＴＥＬ 0548-55-4111

ＦＡＸ 0548-55-4112

営業時間 乗船15分間 準備含め90分 ※事前予約

定休日 水曜日

ＨＰ https://www.proshopfusion.com

ＭＡＩＬ proshopfusion@ybb.ne.jp

体験メニュー 〈水上バイク・バナナボート体験〉

対応時期 5月～10月　※事前予約（1週間前まで）

対応時間 乗船15分間 準備含め90分 ※事前予約

体験料金 3,300円　※別途保険料500円

備考 ※参加は小学生以上となります

※ウエットスーツレンタル500円

※体験場所：地頭方海浜公園内

※風速7ｍ以上　波高1ｍ以上は中止

※持ち物 水着・タオル・濡れてもいい靴

事業者名 ブレスト地頭方（鷺坂製材内）

〒421-0533

牧之原市新庄2551-1

ＴＥＬ 090-3252-0837

ＦＡＸ 0548-58-1774

営業時間 14：00～ 45分間  ※事前予約

定休日 水曜日・木曜日

ＨＰ https://facebook.com/breast.jitougata

ＭＡＩＬ sagi.m550.sagi550@gmail.com

体験メニュー 〈ＳＵＰヨガ体験〉

対応時期 4月～10月　※事前予約（1週間前まで）

対応時間 14：00～ ※45分間  準備含め90分

体験料金 5,500円　※別途保険料500円

備考 ※参加は中学生以上となります

※ウエットスーツレンタル500円

※体験場所：地頭方海浜公園内

※風速5ｍ以上　波高1ｍ以上は中止

※持ち物 水着ヨガ服・タオル・濡れてもいい靴

事業所所在地

事業所所在地
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事業者名 ブレスト地頭方

〒421-0533

牧之原市新庄2551-1

ＴＥＬ 090-3252-0837

ＦＡＸ 0548-58-1774

営業時間 10：00～ 13：30～ ※90分間  

定休日 水曜日・木曜日

ＨＰ https://facebook.com/breast.jitougata

ＭＡＩＬ sagi.m550.sagi550@gmail.com

体験メニュー 〈ＳＵＰ体験〉

対応時期 5月～11月　※14日前までに予約

対応時間 10：00～ 13：30～ 45分間 準備含め90分

体験料金 7,000円～　※別途保険料500円

備考 ※参加は10歳以上となります

※3日前からキャンセル料発生

※体験場所：地頭方海浜公園内

※風速10ｍ以上　波高2ｍ以上は中止

※持ち物 水着・タオル・濡れてもいい靴

事業者名 苔ｇ

〒421-0526

牧之原市大沢145-9

ＴＥＬ 090-1933-8675

ＦＡＸ

営業時間 10：00～16：00

定休日

ＨＰ (Instagram)@makinohara_koke_g

ＭＡＩＬ koke.g.miura@gmail.com

体験メニュー 〈苔テラリウムづくり体験〉

対応時期 毎週土曜 ・ 他(要問合せ） ※事前予約

対応時間 10：00～16：00　※30分間～1時間

体験料金 1,300円～　※材料費込み

備考 ※Googleマップ「苔ｇ」作業場検索

ビニールハウス内です。

事業所所在地

事業所所在地
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事業者名 百姓園

〒421-0514

牧之原市菅ヶ谷282-1

ＴＥＬ 0548-52-0756

ＦＡＸ 0548-52-4916

営業時間 9:00～16：30

定休日 月曜日

ＨＰ https://100show-en.com

ＭＡＩＬ info@100show-en.com

体験メニュー 〈多肉植物寄せ植え体験〉

対応時期 通年　※月曜日定休　※事前予約

対応時間 9:00～16：30　※30分間～1時間

体験料金 3,000円～　※材料費込み

備考

事業者名 アロエランド

〒421-0511

牧之原市片浜711-2

ＴＥＬ 0548-52-3355

ＦＡＸ 0548-52-6367

営業時間 10：00～17：00

定休日 土曜日・祝日・日曜日午前中

ＨＰ aloeland@vr.tne.ne.jp

ＭＡＩＬ http://www.aloeland.jp

体験メニュー 〈アロエベラ収穫体験〉

対応時期 通年　※定休日以外　※事前予約

対応時間 10：00～17：00※60分～９０分5～10人

体験料金 3000円～アロエベラ収穫（1ｋｇ弱1枚）

備考 ※アロエ茶＋効能説明＋ミニハンド

マッサージ付き

希望によりアロエヨーグルト自部で作り

試食

事業所所在地

事業所所在地
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事業者名 もろこし屋せんちゃん

〒421-0511

牧之原市片浜645-3

ＴＥＬ 0120-063-663

ＦＡＸ 0548-22-8561

営業時間 8：00～17：00

定休日 無休

ＨＰ https://facebook.com/senchan.morokoshi

ＭＡＩＬ info@yamasen-cha.co.jp

体験メニュー 〈いちご狩り体験〉

対応時期 12月～6月

対応時間 8：00～17：00　※30分間食べ放題

3歳未満無料　3歳以上1,000～500円

小学生～大人1,600円～800円

備考 ※団体は事前予約

※7種類の美味しい品種が楽しめる

事業者名 もろこし屋せんちゃん

〒421-0511

牧之原市片浜645-3

ＴＥＬ 0120-063-663

ＦＡＸ 0548-22-8561

営業時間 8：00～17：00 

定休日 無休

ＨＰ https://facebook.com/senchan.morokoshi

ＭＡＩＬ info@yamasen-cha.co.jp

体験メニュー 〈とうもろこし狩り収穫体験〉

対応時期 6月～11月

対応時間 8:00～17：00　※約30分間

体験料金 1,500円　5本収穫・ソフトクリーム付き

備考 ※団体は事前予約

※汚れてもよい服装がよい
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事業所所在地
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事業者名 タイラファーム

〒421-0411

牧之原市坂口字柳沢1486-1

ＴＥＬ 090-7300-0505

ＦＡＸ

営業時間 8月上旬～9月上旬　9：00～17：00

定休日 収穫時期中無休

ＨＰ https://taira-farm.com

ＭＡＩＬ airafarm2020@gmail.com

体験メニュー 〈ぶどう狩り収穫体験〉

対応時期 8月上旬～9月上旬　

対応時間 9：00～17：00

体験料金 量り売り

備考 ※藤みのり　１ｋｇ1,700円

※シャインマスカット　１Kg2,000円

事業者名 五月園

〒421-0512

牧之原市大江679-1

ＴＥＬ 080-1346-6726

ＦＡＸ 0548-52-1062

営業時間

定休日

ＨＰ

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈お茶摘み体験〉

対応時期 4月～9月　※事前予約

対応時間 8：00～16：00　※30分間～

体験料金 800円～

備考 ※絣の着物着用可

※汚れても良い服装・帽子も必要
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事業者名 五月園

〒421-0512

牧之原市大江679-1

ＴＥＬ 080-1346-6726

ＦＡＸ 0548-52-1062

営業時間 8:00～16：00

定休日 不定休

ＨＰ

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈お茶手もみ体験〉

対応時期 4月～9月　※事前予約

対応時間 8：00～16：00　※120分

体験料金 大人3000円　小人1500円

備考 ※絣の着物着用可

※汚れても良い服装・帽子も必要

対応人数：１人～２０人

事業者名 五月園

〒421-0512

牧之原市大江679-1

ＴＥＬ 080-1346-6726

ＦＡＸ 0548-52-1062

営業時間 8:00～16：00

定休日 不定休

ＨＰ

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈抹茶・お茶天ぷらづくり体験〉

対応時期 4月～9月　※事前予約

対応時間 8：00～16：00　※30分間～

体験料金 抹茶づくり500円 ・ 天ぷら600円

備考 ※エプロン・三角布・マスク等持参
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事業者名 五月園

〒421-0512

牧之原市大江679-1

ＴＥＬ 080-1346-6726

ＦＡＸ 0548-52-1062

営業時間 8:00～16：00

定休日 不定休

ＨＰ

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈ところてんづくり体験〉

対応時期 通年　※事前予約

対応時間 8：00～16：00　※1時間～4時間

体験料金 ※要相談（５名以上～）

備考 ※エプロン・三角布・マスク等持参

事業者名 五月園

〒421-0512

牧之原市大江679-1

ＴＥＬ 080-1346-6726

ＦＡＸ 0548-52-1062

営業時間 8:00～16：00

定休日 不定休

ＨＰ

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈餅つき体験〉

対応時期 通年　※事前予約

対応時間 8：00～16：00　※2時間～2時間30分

体験料金 ※５名以上～申込み人数により要相談

備考 ※エプロン・三角布・マスク等持参
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事業所所在地
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事業所所在地

14



事業者名 (有)山本耕業～こめ香～

〒421-0403

牧之原市中1123-2

ＴＥＬ 0548-28-6330

ＦＡＸ 0548-28-6331

営業時間 10：00～18：00

定休日 火曜日・水曜日

ＨＰ http://www.yamamoto-farm.com

ＭＡＩＬ info@yamamoto-farm.com

体験メニュー 〈とうもうろこし狩り収穫体験〉

対応時期 6月中旬～7月初旬　※指定日

対応時間 13：00～14：00　※1時間

1,100円5本入　＋下記の入園料

幼児小学生100円　中学生以上200円

備考 ※事前予約（お電話での受付）

※1回の開催に3組まで（12人程度）です

※汚れてもよい服装・長靴・軍手・タオル

事業者名 (有)山本耕業～こめ香～

〒421-0403

牧之原市中1123-2

ＴＥＬ 0548-28-6330

ＦＡＸ 0548-28-6331

営業時間 10：00～18：00

定休日 火曜日・水曜日

ＨＰ http://www.yamamoto-farm.com

ＭＡＩＬ info@yamamoto-farm.com

体験メニュー 〈餅つき体験〉

対応時期 要問合せ　※事前予約

対応時間 10：00～18：00　約2時間～2時間30分

体験料金 3,500円～　※小学生以上1組4名まで

備考 ※突いたお餅を食べることができます

体験料金

27
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事業所所在地

事業所所在地
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事業者名 (株)大石農園

〒421-0411

牧之原市坂口396

ＴＥＬ 090-5786-8882

ＦＡＸ

営業時間 8：00～16：00

定休日

ＨＰ http://www.facebook.com/pg/971437189626761

ＭＡＩＬ elefar.55@gmail.com

体験メニュー 〈とうもうろこし狩り収穫体験〉

対応時期 6月～7月　※事前予約

対応時間 7：00～10：30　※1時間

体験料金 2,200円　※5本（追加1本200円）

備考 ※種類：夢のコーン・しあわせコーン

※汚れてもよい服装（長袖）・長靴

※他　農産物購入可

事業者名 (株)大石農園

〒421-0411

牧之原市坂口396

ＴＥＬ 090-5786-8882

ＦＡＸ

営業時間 8：00～16：00

定休日

ＨＰ http://www.facebook.com/pg/971437189626761

ＭＡＩＬ elefar.55@gmail.com

体験メニュー 〈オクラ収穫体験〉

対応時期 7月～9月　※事前予約

対応時間 8：00～16：00　※60分間

体験料金 1,100円（オクラ200ｇ付き〉

備考 ※汚れてもよい服装（長袖）・長靴

※他　農産物購入可
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事業所所在地
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事業所所在地
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事業者名 (株)大石農園

〒421-0411

牧之原市坂口396

ＴＥＬ 090-5786-8882

ＦＡＸ

営業時間 8：00～16：00

定休日

ＨＰ http://www.facebook.com/pg/971437189626761

ＭＡＩＬ elefar.55@gmail.com

体験メニュー 〈南米植物ハウス見学・収穫体験〉

対応時期 7月～8月　※事前予約

対応時間 8：00～16：00　※1時間

体験料金 3,300円（パッションフルーツ大3個付き）

備考 ※アボガド・コーヒー苗も購入可

※他　農産物購入可

事業者名 相良油田観光くり園

〒421-0514

牧之原市菅ヶ谷2508

ＴＥＬ 0548-87-2573

ＦＡＸ

営業時間 9：00～16：00　土曜日・日曜日・祝日のみ

定休日 月曜日～金曜日

ＨＰ https://sagarayuden-kuri.wixsite.com/kurien

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈栗拾い収穫体験〉

対応時期 9月中旬～10月中旬　※事前予約

対応時間 9：00～16：00　土曜日・日曜日・祝日のみ

体験料金 大人1,200円 ・ 小人300円（体験のみ）

備考 ※大人は拾った栗500ｇお持ち帰り付き

※軍手をご持参ください

※売店あり（栗おこわ・焼き栗など）

事業所所在地
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事業所所在地
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事業者名 スポーツクラブエースワン

〒421-0422

牧之原市静波3268-1

ＴＥＬ 0548-22-1255

ＦＡＸ 0548-22-0317

営業時間 10:00～20：00

定休日 日曜日

ＨＰ https://www.sportsclub-aceone.com

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈プールレーン使用貸出〉

対応時期 通年　指定日曜日のみ  ※要相談

対応時間 9：20～ 10：40～ 13：15～ ※各１時間15分

体験料金 １ レーン　6,600円

備考 ※事前予約

※水着・キャップをご持参ください

事業者名 スポーツクラブエースワン

〒421-0422

牧之原市静波3268-1

ＴＥＬ 0548-22-1255

ＦＡＸ 0548-22-0317

営業時間 10:00～20：00

定休日 日曜日

ＨＰ https://www.sportsclub-aceone.com

ＭＡＩＬ

体験メニュー 〈フットサルコート使用貸出〉

対応時期 通年　指定日曜日のみ  ※要相談

対応時間 9：20～ 10：40～ 13：15～ ※各１時間15分

体験料金 １ レーン　8,800円

備考 ※事前予約

※室内履きが必要です

※動きやすい服装でお越しください
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事業所所在地
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事業所所在地
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