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ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

5-A
❶平群ツーリズム協議会

古民家ろくすけ
築200年近い茅葺の家。太い梁、大きな神棚、後藤義光の流れをくむ彫り物のある玄関・仏壇・・・代々
住み続けた家族の思いが伝わってくる家。夏は涼しくクーラー不要、冬はいろりとストーブの暮らし、
Wi-Fiはあるけれどテレビはない、聞こえるのは風の音と小鳥の聲、夜は星空と暗闇、時に獣の息遣い。
昼間は里山散策、昆虫観察、畑仕事、竹細工や木工などやりたいことをどうぞ！

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi
その他施設　交流施設

南房総市平久里下１４４１
電車または自動車のアクセス
電車で		 JR内房線岩井駅下車、タクシー15分又は市営バストミー号15分と徒歩20分
自動車で	 松が丘ICから1時間30分

０４３－２２７－７１０３（NPО法人千葉自然学校千葉事務所の電話）

定休日、営業時間 年末年始　　　　特になし（一棟貸しのため）

ホームページ https://www.chiba-ns.net/mp/kominka

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム

Twitter

Facebook

その他SNS

YouTube
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モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

鋸南町農泊推進協議会
道の駅きょなん鋸南町観光物産センター内
鋸南麦酒

マイクロブ リュワリー：�多品種少量の醸造に適した「石見式」醸造法を採用した地域密着型のブルワ
リーです。

鋸山の伏流水仕込み：鋸南町のシンボル「鋸山」が生み出す中硬水を使用しています。
地産地消ビール：鋸南町産の米、レモン、甘夏、生姜などの豊かな農産品を副原料に使用しています。

❷
5-A

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi
その他施設　観光施設　クラフトビール醸造

安房郡鋸南町吉浜５１７－１道の駅きょなん観光物産センター内
電車または自動車のアクセス
電車で		 JR内房線　保田駅から徒歩20分
自動車で	 館山自動車道鋸南保田ICから5分

0 470 -2 9 - 5 4 5 4

定休日、営業時間 月曜定休　営業時間：10：00〜16：00

ホームページ https://kyonanbeer.com/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム https://www.instagram.com/kyonanbeer/

Twitter

Facebook https://www.facebook.com/kyonanbeer

その他SNS

YouTube
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観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

4-B
❸木更津市道の駅活性化協議会

道の駅「木更津 うまくたの里」
東京湾アクアラインを通って最初に出会う「道の駅」。
「食」のテーマパークとして、木更津市特産のブルーベリーや千葉を代表するピーナッツをはじめとする
豊富な品揃え！

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

木更津市下郡1369-1
電車または自動車のアクセス
電車で		 JR久留里線　下郡駅から徒歩5分
自動車で	 首都圏中央連絡自動車道木更津東インターチェンジ降りてすぐ

0 4 3 8 - 5 3 -7155

定休日、営業時間 無休（営業時間：9：00〜17：00）

ホームページ http://chiba-kisarazu.com/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム

Twitter

Facebook https://www.facebook.com/umakutanosato/

その他SNS

YouTube
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モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

2-C
❹香取市農泊推進協議会

農園リゾート　ザファーム
都心から車で90分！貸し農園・天然温泉・カフェ・コテージ・BBQスペースの	5つの施設が集合した農
園グランピングリゾート！	食事は手ぶらで気軽にBBQやたっぷり野菜が乗ったピザ♪があり。	子ども
が大好きなジップライン体験も可能！

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi
その他施設　温泉

香取市西田部1309-29
電車または自動車のアクセス
電車で		 http://www.thefarm.jp/access.html
自動車で	 http://www.thefarm.jp/access.html

0 478 -7 9 - 0 6 6 6

定休日、営業時間 全日9：00〜20：00(電話窓口営業時間)
その他施設は施設ごとに異なる

ホームページ http://www.thefarm.jp/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム https://www.instagram.com/thefarm_katori/?hl=ja

Twitter https://www.facebook.com/thefarm.jp/

Facebook https://twitter.com/thefarm_katori/

その他SNS

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCOeKBWSok665jLIn8ezRi4g
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ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

2-C
❺成田市農泊推進協議会

DINING PORT 御料鶴
STRAWBERRY PORT ICHIGONOMI

ASIA	GAP	認証農場のJALの安心安全ないちご狩り施設です。
いちごハウスに隣接するのは近隣の食材などを使用したレストランです。
JALを連想させる機内食やビーフカレーも提供しています。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

DINING PORT 御料鶴（食事）　成田市川上245-219
0 476 - 3 6 - 52 72

定休日、営業時間 不定休、営業時間　平日11：30〜15：00
土日祝日ランチ11：30〜16：00　ディナー17：30〜21：00

STRAWBERRY PORT ICHIGONOMI（体験）　成田市川上245-1002
0 476 - 37- 6 9 6 5

定休日、営業時間 月曜定休　10：00〜16：00
電車または自動車のアクセス
電車で		
自動車で	 成田空港から15分　（両施設）

ホームページ https://jalagriport.com

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム https://www.instagram.com/jalagriport/

Twitter

Facebook

その他SNS

YouTube
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モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

3-C
❻さんむ農泊推進協議会

有野実苑オートキャンプ場
有野実苑オートキャンプ場は緑豊かな森と農園に囲まれたキャンプ場です。
都心から90分というアクセスのいい立地にありながら、きれいな空気と新鮮な産物に恵まれ、四季折々
のキャンプや自然体験、農業、収穫体験などが楽しめます。その他に園内には地産地消のメニューを提
供する農園レストランも併設しております。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

山武市板中新田224
電車または自動車のアクセス
電車で		
自動車で	 「東関東自動車道　酒々井IC」から約12km

０４７５－８９－１７１９

定休日、営業時間 水曜日

ホームページ https://arinomi.co.jp/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム

Twitter

Facebook https://www.facebook.com/arinomien/

その他SNS

YouTube



１．ファムトリップ
２．モニターツアー
３．観光イメージ
４．台湾学生ホームステイ

令和3年度 千葉県都市農山漁村交流活性化事業

千葉県いすみ市苅谷535-3 0470-64-6787 https://isumi-tourism.jp/

台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

2-C
❼北総里山文化推進協議会

椿 HOUSE
発酵の里こうざきの古民家サロン椿HOUSE。
心と体のため、晴耕雨読、美を醸す時間と生活を提案しています。私が私でいられる場所。ありのまま
が美しい。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

香取郡神崎町毛成1364－1
電車または自動車のアクセス
電車で		 下総神崎駅よりタクシー10分
自動車で	 大栄インターより10分

0 478 -7 9 - 6 810

定休日、営業時間

ホームページ https://www.tsubaki-house.jp/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム tsubaki_house1

Twitter tsubakihouse15

Facebook https://www.facebook.com/tsubakihouse1

その他SNS

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCYb-iFwAkR3P4GrH50Wb5_A
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台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

2-C

空港に接しながら肥沃な大地と豊かな自然に恵まれた芝山町。土をいじり焚火を囲んでふと空を見上
げれば抜けるような青い空に一筋の飛行機雲。芝山町で田園風景に囲まれながら農泊体験をしてみま
せんか？会議スペースや体験フロアがございますので、多角的なご利用が可能です。

❽芝山農泊推進協議会
成田スカイパークイン芝山

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi
その他施設　会議スペース

山武郡芝山町山田1181
電車または自動車のアクセス
電車で		
自動車で	 成田空港駅より車で10分

0 47 9 -74 -7510

定休日、営業時間 現在は新型コロナウイルス感染拡大防止の為土日祝日のみ営業

ホームページ https://shibayamanouhaku.com

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム https://www.instagram.com/skypark_shibayama

Twitter

Facebook https://www.facebook.com/shibayama.farmstay

その他SNS

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCuQxAzOBlYKNwggK1btCf_Q
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台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

4-C

【1日1組ゲストハウス貸切】東京から1時間半で田舎暮らし体験
米づくり体験、手作りピザ体験、餅つき体験からキャンプ体験まで里山体験多数
【無料WiFi】でテレワークも可
温泉施設・直売所を併設した「道の駅むつざわ」まで、車で10分

陸沢町農泊推進協議会
岩井ファーム ゲストハウス

❾

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

長生郡睦沢町岩井字深田522
電車または自動車のアクセス
電車で		 ＪＲ：外房線　上総一ノ宮駅からタクシーで約10分
自動車で	 ■東京方面から：	京葉道路または高速湾岸線～千葉東金道路～千葉外房有料道路～茂

原～南総広域農道～睦沢町
	 	 ■東京西・神奈川方面から：	東京湾アクアライン（海ホタル経由）～圏央道～茂原長南IC

～国道409号～長南～睦沢町

0 8 0 - 5 4 6 0 -76 6 6

定休日、営業時間 不定休

ホームページ https://6238.chiba.jp

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム https://www.instagram.com/satoyama.social.design

Twitter https://twitter.com/6238chiba

Facebook https://www.facebook.com/satoyama.social.design

その他SNS 宿泊予約　https://stayjapan.com/area/chiba/chosei/pr/13200
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCVMni8a5YQOdO-CcK2JLGSw/videos
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台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

4-B
❿長柄町林業体験型宿泊推進協議会

長柄町都市農村交流センター
自然が好き、スポーツが好き、楽しいことが好き、そんな人におすすめなのが、長柄町都市農村交流セ
ンター。
プールで遊んだり、テニスをしたり、野球をしたり…。
ふりそそぐ太陽と、鮮やかな緑がいっぱいのファミリーリゾートでお楽しみください。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

長生郡長柄町山之郷70-15
電車または自動車のアクセス
電車で		
自動車で	 東京から1時間半

0 475 - 35 - 0 0 55

定休日、営業時間 ［営業時間］ 8：30 〜17：00
［休 館 日］木曜日　（木曜日が祭日の場合には翌金曜日

ホームページ http://wakuwaku-nagara.com/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム

Twitter

Facebook

その他SNS

YouTube
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台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

2-D
⓫

関東屈指のパワースポットとして有名な猿田神社に隣接する築９０年の日本家屋です。	敷地内にはレ
ストランも併設していてお食事の提供やお庭でのBBQなどもお楽しみいただけます。	一棟貸しでゆっ
たりとしたプライベートな空間をお楽しみただけます。

銚子アグリツーリズム推進協議会
farm & stay YAOYA

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

銚子市猿田町９５８
電車または自動車のアクセス
電車で		 JR総武本線猿田駅から徒歩4分
自動車で	 横芝光インターから40分

0 9 0 - 4135 - 914 8

定休日、営業時間 定休日なし　10：00〜18：00

ホームページ https://www.hennerymarket.com/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム https://www.instagram.com/yaoya808deli

Twitter

Facebook

その他SNS

YouTube
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観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

5-B養老渓谷温泉郷農泊推進協議会
渓谷別庭　もちの木

千葉県の中央部に位置する「養老渓谷」の片隅に佇む隠れ宿。渓流に面した自然豊かな立地に加え、総
客室数１７部屋と小規模の宿のため、都会の喧騒を忘れ、ゆったりとお寛ぎ頂くことが出来ます。冬時期
は屋外での星空観賞、６月は裏庭でのホタル観賞など、都会では体験できない思い出をお持ち帰り頂く
ことも可能です。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi
その他施設　温泉

夷隅郡大多喜町大田代105-1
電車または自動車のアクセス
電車で		 小湊鐵道「養老渓谷駅」からバスで約15分
自動車で	 圏央道「木更津東ＩＣ」から約30分

0 470 - 8 0 - 9 0 0 0

定休日、営業時間 チェックイン15：00〜チェックアウト11：00

ホームページ https://www.mochinoki.jp/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム mochinoki.official

Twitter

Facebook https://www.facebook.com/mochinoki9000

その他SNS

YouTube

⓬
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観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

4-Bカズサの郷農泊推進協議会
ヴィラ　カズサ

（事業主体：有限会社ミラーユ）
都心から車でアクアラインを経由して約60分にあるカズサの郷に「ヴィラカズサ」２棟（定員８名の別
荘型宿泊施設）がイレブンオートキャンプパーク内に2021年8月に開業。カズサの郷は君津市の内陸部
の農村地域で、JR久留里線や小櫃川沿いの恵まれた自然環境のなかにあり、周辺には、久留里城、亀
山湖、笹川湖など、歴史や自然を感じられる観光資源が豊富にあります。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

君津市栗坪300
電車または自動車のアクセス
電車で		
自動車で	 	東京駅から車で1時間(アクアライン使用)（木更津東ICから15分、姉崎袖ヶ浦ICから25分、

君津ICから20分）

0 4 3 9 -2 7-2 711

定休日、営業時間 チェックイン15：00〜チェックアウト10：00

ホームページ https://www.eleven-camp.com

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム https://www.instagram.com/official_eleven_autocamp_park/

Twitter https://twitter.com/info27240399

Facebook facebook.com/elevencamp2019/

その他SNS

YouTube
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令和3年度 千葉県都市農山漁村交流活性化事業

千葉県いすみ市苅谷535-3 0470-64-6787 https://isumi-tourism.jp/

台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

2-D東庄未来協議会
トゥーノーイシデショウ

千葉県香取郡東庄町では、5つあった小学校が1校に統廃合され、使われなくなった校舎・旧石出小学校
を、知るための施設”トゥーノーイシデショウ”として生まれ変わらせました。
あらゆる人が「やってみたい！」を見つけ、「やってみた！」が得られる場と機会を創出することを目指し
ています。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi
その他施設　コワーキングスペース・アートスペース・イベントスペース

香取郡東庄町石出1599  トゥーノーイシデショウ
電車または自動車のアクセス
電車で		 JR成田線		下総橘駅		徒歩３分
自動車で	 東関東自動車道	佐原香取ICより30分

0 478 -7 9 - 67 75

定休日、営業時間 平日9：00〜21：00

ホームページ https://toknow.jp/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム https://www.instagram.com/onraa.oneraa/

Twitter

Facebook https://www.facebook.com/onraa.oneraa

その他SNS https://note.com/onraa_oneraa
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCfJ6Sv0-uPMlj-BSyh3QW3Q
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令和3年度 千葉県都市農山漁村交流活性化事業

千葉県いすみ市苅谷535-3 0470-64-6787 https://isumi-tourism.jp/

台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

5-A金谷地域農泊推進協議会
一棟貸宿「ZIZEM（ジゼム）」

鋸山の麓にある金谷村で石工の元締めの家として建てられた古民家をリノベーションし、貸別荘として
貸し出すことになりました。完全貸切型です。安全柵で囲まれていますので、お子様を安心して見守るこ
とができます。大人もごゆっくりとお過ごしいただけます。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

富津市金谷2511
電車または自動車のアクセス
電車で		 JR内房線・浜金谷駅下車、徒歩８分
自動車で	 富津館山道・富津金谷IC、車で１分

0 4 3 9－2 9－7 755

定休日、営業時間 水曜日 木曜日定休（11：00〜16：00）土日17：00まで

ホームページ https://www.aco.co.jp/id/65861.html

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム

Twitter

Facebook

その他SNS

YouTube
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令和3年度 千葉県都市農山漁村交流活性化事業

千葉県いすみ市苅谷535-3 0470-64-6787 https://isumi-tourism.jp/

台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

3-B市原みつばち牧場農泊推進協議会
市原みつばち牧場

市原市にある数十年も放棄された210haもの山林、農地、を一から再生し植樹や花畑（蜜源）をつく
り、農地の再生を行っています。再生された農地の花畑で養蜂を行い、ハチミツや花の種の油を搾り、
循環型の里山再生を目指しています。今春にはカフェのリニューアルオープンも控えており、名物である
「はちみつソフトクリーム」が再開いたします。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

市原市高倉272番地
電車または自動車のアクセス
電車で		
自動車で	 外房有料道路大木戸ICから７分

0 4 3 6 - 6 3 - 3 411

定休日、営業時間 店舗移転のため一時休業中（令和4年4月中旬営業再開予定）

ホームページ https://beefarm.co.jp

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム instagram.com/beefarmichihara

Twitter

Facebook

その他SNS

YouTube
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令和3年度 千葉県都市農山漁村交流活性化事業

千葉県いすみ市苅谷535-3 0470-64-6787 https://isumi-tourism.jp/

台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

2-C島地区農泊推進協議会
古民家農泊 Re

広大な田んぼと静かな集落の境にある築200～300年の古民家をセルフリノベーション。夏は風だけで
涼しく、冬は薪ストーブで暖を取り、畳や縁側に寝転がりたくなるでしょう。持続可能な未来のために、
使い捨てアメニティや洗剤を置かない不便をご享受いただきます。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

香取郡多古町島2361
電車または自動車のアクセス
電車で		 JRおよび京成電鉄の空港第2ビル（成田第2・第3ターミナル）から空港シャトルバスで約25分「多古町役場前」または「道の駅多古」で下車
自動車で	 東関東自動車道成田ICから国道296号経由で約20分

0 9 0 - 932 2- 872 2

定休日、営業時間

ホームページ https://kominka-re.biz/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム

Twitter

Facebook

その他SNS

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xMPGOiZVcdY
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令和3年度 千葉県都市農山漁村交流活性化事業

千葉県いすみ市苅谷535-3 0470-64-6787 https://isumi-tourism.jp/

台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

2-B手賀沼アグリビジネスパーク事業推進協議会
道の駅しょうなん

新設棟がオープンした「道の駅しょうなん」の農産物直売所「知産知消マルシェ」では、地域の新鮮野菜
を、生産者の想いと共にお届けしています。また、手賀沼地域のエントランスとして、地域の魅力発信に
取り組んでいます。道の駅から車で10分の距離にある水辺の拠点「手賀沼フィッシングセンター」では、
フィッシングやカヌー・SUP等、手賀沼の水辺での体験を満喫していただけます！

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

柏市箕輪新田59-2
電車または自動車のアクセス
電車で		 JR常磐線我孫子駅南口よりバスで10分、阪東バス「道の駅沼南前」下車すぐ
自動車で	 常磐自動車道	柏ICより25分

0 4 -719 0 -1131

定休日、営業時間 定休日なし　9：00〜18：00

ホームページ http://www.michinoeki-shonan.jp/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム https://www.instagram.com/michinoeki_shonan/

Twitter

Facebook https://www.facebook.com/michinoeki.shonan

その他SNS

YouTube
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令和3年度 千葉県都市農山漁村交流活性化事業

千葉県いすみ市苅谷535-3 0470-64-6787 https://isumi-tourism.jp/

台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

4-A君津市農業農村活性化協議会
JA きみつ　味楽囲さだもと店

千葉県君津市にある直売所「ＪＡきみつ味楽囲（みらい）さだもと店」です。
地元生産者の栽培した新鮮な農産物や加工品を販売しております。
皆様のご来店おまちしております！

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

君津市貞元133-1
電車または自動車のアクセス
電車で		
自動車で	 君津インターから車で15分

0 4 3 9 - 52- 8 311

定休日、営業時間 定 休 日　8月を除く毎月第２水曜日及び年末年始
営業時間　9：30〜17：00

ホームページ https://ja-kimitu.or.jp/tenpo/chokubai/miraisadamoto/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム

Twitter

Facebook https://m.facebook.com/kimitsushinougyounousonkaxtuseikakyougikai/

その他SNS

YouTube

A
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令和3年度 千葉県都市農山漁村交流活性化事業

千葉県いすみ市苅谷535-3 0470-64-6787 https://isumi-tourism.jp/

台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

6-Aシラハマ校舎

2016年千葉県最南端・白浜町に誕生した新型の多目的施設。地元で長く愛されながらも閉校した旧
長尾幼稚園・小学校の歴史ある木造校舎が、リノベーションにより、オフィス、宿泊、レストラン等商業
施設となって新しく息を吹き返しました。コミュニティの根底には、ドイツの「クラインガルデン」やデン
マークの「コロニヘーブ」のような市民農園運動のコンセプトがあり、居住者は一定のコモンセンスを共
有しながらも、各々が望む形で自然と向き合い、小屋での時間を過ごしています。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

南房総市白浜町滝口５１８５－１
電車または自動車のアクセス
電車で		 JR館山より安房白浜行き路線バスにて坊田下車徒歩２分
自動車で	 富浦ICより40分

０４７０-２９-５８４８

定休日、営業時間 定休日なし　11：00〜20：00

ホームページ https://www.awashirahama.com/nagao/index.html

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム Shirahamaschoolhouse

Twitter

Facebook facebook.com/SHIRAHAMA.KOSHA

その他SNS

YouTube

B



１．ファムトリップ
２．モニターツアー
３．観光イメージ
４．台湾学生ホームステイ

令和3年度 千葉県都市農山漁村交流活性化事業

千葉県いすみ市苅谷535-3 0470-64-6787 https://isumi-tourism.jp/

台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

2-C道の駅くりもと
体験農園

地元特産物のさつまいもがオススメです。中でも栗源地域限定の品種「紅小町」は数こそ少ないですが
お客様から好評を頂いております。生芋はもちろん、さつまいもを使用した加工品や「紅小町」使用の
焼酎などを取り揃えております。
食堂でも地域特産「房総ポーク」を使用したトンカツ定食がボリュームがあり、おすすめです。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

香取市沢1372-1
電車または自動車のアクセス
電車で		 成田空港まで電車　その後、成田空港第2ターミナルより千葉交通のバスへ乗車
自動車で	 大栄IC→県道113号→県道44号経由で約12分

0 478 -70 - 5151

定休日、営業時間 12/31〜1/3　・イレギュラーな施設点検及び天災発生時

ホームページ http//www.benikomachi.jp

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム

Twitter

Facebook

その他SNS

YouTube

C
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令和3年度 千葉県都市農山漁村交流活性化事業

千葉県いすみ市苅谷535-3 0470-64-6787 https://isumi-tourism.jp/

台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

3-Cソムリエファーム
ソムリエファーム /Ta cachette(タ・カシェット)

『ソムリエファーム』は九十九里浜沿岸に位置し、ミネラル豊富な様々な野菜を育てている農園です。
野菜たっぷりのピザ作り体験や野菜の収穫体験が出来ます。また、農園内農家レストラン『Ta	
cachette』でも野菜が主役のランチを召し上がっていただけます。食育に最適です！

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

山武市小松4036
電車または自動車のアクセス
電車で		 成東駅から車で15分
自動車で	 東金ＩＣから30分

0 8 0 - 93 9 4 -70 5 3

定休日、営業時間 水曜定休、不定休日有
11：00〜15：00(LO14：30)　18：00〜22：00(一日一組ご予約のみ)

ホームページ https://watanabeyasai.jimdofree.com/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム https://www.instagram.com/sommelierfarm/　https://www.instagram.com/ta_cachette/

Twitter

Facebook https://www.facebook.com/sommelierfarm　https://www.facebook.com/Ta-cachette

その他SNS

YouTube
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令和3年度 千葉県都市農山漁村交流活性化事業

千葉県いすみ市苅谷535-3 0470-64-6787 https://isumi-tourism.jp/

台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

4-B仲間と泊まる学校　ちょうなん西小

仲間と泊まる学校　ちょうなん西小は長南町の旧小学校を改装した84名までが泊まれる団体宿泊施
設です。卒業生の残した大切な思い出を活かすことでどこか懐かしい雰囲気を残しながら、お客様に快
適にお過ごしいただけるよう、洗練されたカフェや檜風呂、開放的なグラウンドや体育館を自由にお使
いいただける複合施設になっています。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

長生郡長南町佐坪1348-1
電車または自動車のアクセス
電車で		 JR外房線　茂原駅下車　バスまたはタクシー
自動車で	 圏央道市原鶴舞ICから約10分、茂原長南ICから約10分

012 0‐15 4‐2 4 4

定休日、営業時間 年中無休（年末年始を除く）／受付時間10：00〜17：00

ホームページ https://chonan-nishisho.jp/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム https://www.instagram.com/chonan_nishisho/

Twitter

Facebook https://www.facebook.com/chonan.nishisho

その他SNS

YouTube

E
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台湾学生ホームステイ

台湾学生ホームステイ

ファムトリップ

観光イメージ

観光イメージ

モニターツアー

（レイアウトデザインB）
電車または自動車のアクセス

●電車をご利用の場合（特急を使用）
　東京駅（京葉線特急わかしお）乗車→
　JR外房線大原駅下車　約70分
●車をご利用の場合（京葉道路を使用）
　京葉道路→千葉東JCT→千葉IC→千葉東金道路→東金→
　九十九里道路→終点→一般道→国道128号
●車をご利用の場合（東京湾アクアラインを使用）
　東京湾アクアライン→首都圏中央連絡自動車道→市原鶴
舞IC→一般道→国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町
船子交差点を左折→国道465号へ

一般社団法人
ツーリズムいすみ
（いすみ市農泊・インバウンド推進協議会）

（一社）ツーリズムいすみ は、農泊・漁泊で海外・国内教育旅行のいすみ市内での受け入れを行ってき
た「いすみ市農泊・インバウンド推進協議会」を前身とする2020年4月に設立された観光地域づくり
法人（観光庁登録候補DMO)です。
（一社）ツーリズムいすみは、今後も、いすみ市における観光地域づくりの舵取り役を担いながら、地域
の方 と々一緒に、交通サービスを含む地域課題の解決に取り組みながら、いすみ市にふさわしい観光
地域づくりを行ってまいります。

6-A館山体験交流協会
NPO 法人たてやま・海辺の鑑定団
また旅倶楽部

館山市と館山市観光協会と連携して、地元だからこそ出来る体験の提案・調整役としてお手伝いをして
います。
近年は、関西・中京方面、東北、新潟方面の修学旅行生と、首都圏からの小・中・高等学校生の教育旅
行、校外事業などの生徒をお迎えし、体験の手配や食事の手配をお手伝いして、着実に実績とノウハウ
を重ねております。

施設の種類

宿泊 食事 体験 WiFi

館山市南条282－2また旅倶楽部内（事務所）
電車または自動車のアクセス
電車で		
自動車で	

０４７０－２２－２５３０

定休日、営業時間 年末年始　12月29日〜1月4日　　・お盆　8月14日〜16日

ホームページ https://umikan.jp/

そ
の
他
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

インスタグラム

Twitter

Facebook

その他SNS

YouTube

F


