
人気のいちご狩りが楽しめる農園。ここでは｢宝交早
生｣という市場に出回らない品種が栽培されている。
いちごの香りが強く、果皮は柔らか、果肉はとろける
ようになくなっても甘さはいつまでも残るという品種
である。美味しさ、安心、安全をモットーにビニールハ
ウスを用いず露地で育てられたいちごは、太陽の恵
がたっぷり。甘みと程よい酸味は、常温で十分おいし
く食べられる。旬のいちごの味を堪能できる45分食
べ放題がお薦め。

来て・見て・楽しいまち西区 ❼

細田農園　　　　　　　  ５月上旬～６月上旬A
さい た

公式サイト　http://www.kobe-kanko-engei.jp/farm.php?id=17

● 住所：押部谷町細田
● 電話：（予約受付時間）
　 藤本農園           090-4900-5345（平日18:00～20:00）
    中西まゆみ農園  090-5892-2595（17:00～20:00）
　 中西笙子農園     090-3656-4351（8:00～19:00）

● 営業時間：10:00～14:00
● 入園料：大人（中学生以上）1,600円
　　　　小学生           1,400円
　　　　子供（３歳以上）　1,200円
　　　　幼児（３歳未満）　無料
　　　　※大人１名につき幼児１名無料、２名からは１名につき500円
　　　　※３５名以上の団体は１名100円引き
　　　　※駐車場 / 無料

大自然にふれながら、親子で、グループで、
いちご、かき、ぶどう、みかん、なしなど季節の
フルーツの味覚狩りをお楽しみください♪
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 アクセス　
市営地下鉄「西神中央駅」よりバス
藤本農園「上細田」
中西まゆみ農園「住吉神社前」
中西笙子農園「細田公会堂前」
バス停下車すぐ

阪神間で唯一なし狩りが堪能できる、約２ヘクタールの広大
ななし園。この園では有機質肥料を使用し、じっくり時間をか
けて育てる糖度の高いなしが魅力である。なし狩りでは、濃厚
な甘みでジューシーな「豊水」が、営業時間中なら食べ放題
で楽しめる。なしは、食物繊維が豊富で、夏の暑さで疲れた
体の疲労回復にも効果がある。トレイとナイフを借りて、自分
で選んだなしをその場で剥いて食べるとおいしさも格別。ゴ
ザの貸し出しもあり、弁当の持ち込みもできるので、ピク
ニック気分も味わえる。また、果樹園には珍しく園全体が平
地のため、車椅子やベビーカーもそのまま入園できて安
心。直売所では地方発送もあるので、お土産にもお薦め。

神戸観光なし園　       8月下旬～9月下旬D

公式サイト　http://www.kobe-kanko-engei.jp/farm.php?id=12

● 住所：神出町小束野60
● 電話：２号園 078-965-1452
● 営業時間：9:00～17:00（受付16:00まで）

● 定休日：無
● 入園料：大人（中学生以上）1,100円
       　 子供（4歳以上～小学校6年生）800円
       　　※入園者お持ち帰り料金600円/kg
       　　※駐車場 / 無料

 アクセス　
ＪＲ・山陽電鉄「明石駅」下車
神姫バス（三木方面）「小束野」バス停下車１０分
市営地下鉄「西神中央駅」下車
神姫バス（三木方面）「小束野」バス
停下車１０分
神戸電鉄「三木駅」下車
神姫バス（明石方面）「小束野」バス
停下車１０分

昭和44年に開園した歴史ある観光ぶどう園。ここで
は｢ベリーA｣という、新潟県で生まれた紫黒色の品種
が栽培されている。巨峰などに比べると小さいが、
甘みが強く、程よい酸味もある食味のよいぶどうで、
ワインの原料として利用されることもある。日持ちの
よいぶどうだが、ジュースやジャム、凍らせてシャー
ベットにするのもお薦め。自然あふれる広大な岩岡
観光ぶどう園では、ぜひ自身の手で収穫したもぎた
ての大きなぶどうを楽しんで。

岩岡観光ぶどう園 8月中旬～9月上・中旬B

公式サイト　http://www.kobe-kanko-engei.jp/farm.php?id=10

● 住所：岩岡町大道星
　　　　　（カーナビ検索時住所：明石市大久保町大窪３０３０-２）

● 電話：078-935-3681
● 営業時間：9:00～16:00 （受付15時まで）

● 定休日：無
● 入園料：大人（中学生以上）             1,000円
　　　　子供（4歳以上～小学校6年生）700円
　　　　　※大人１名につき３歳以下２名無料、
　　　　　　３名目からは１名７００円
　　　　　※駐車場 / 無料

 アクセス　
ＪＲ「大久保駅」下車　
神姫バス（12系統）
上岩岡経由西神中央駅行
「上新地」バス停下車
徒歩約２０分

石ヶ岡公園
第二神明道路
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明石 SA

大久保

岩岡観光ぶどう園
上新地

ご家族、カップル、グループで楽しめる観光ぶどう
園。ここでは｢マスカットベリーA｣という、｢ベリーA｣
に種なし処理を施し、高い糖度と酸味のある濃厚な
味わいを特徴とする品種が栽培されている。ぶどう
園ではぶどうを切るハサミやバケツ、座ってゆっくり
と食べられるようにゴザも貸してくれる。また、トイレ
はバリアフリー対応で大きいため、小さなお子様連
れでも安心。時間制限なしの食べ放題なので、お弁
当持参で家族一緒に一日を過ごすのも楽しい。直売
所ではお土産にピオーネなども買える。

神出観光ぶどう園　  8月25日～9月下旬C

公式サイト　http://www.kobe-kanko-engei.jp/farm.php?id=11

● 住所：神出町東１１４８-１０２
● 電話：078-965-3751　
● 営業時間：9:00～17:00（受付16:00まで）

● 定休日：無
● 入園料：大人（中学生以上）　　　　 1,000円
　　　　子供（4歳以上～小学校6年生）700円
　　　　　※大人１名につき３歳以下２名無料、３名目からは１名７００円
　　　　　※駐車場 / 無料

 アクセス　
JR・山陽電鉄「明石駅」下車
神姫バス　三木・社・小野方面行
（36系統）「老ノ口」バス停徒歩８分
市営地下鉄「西神中央駅」下車
神姫バス　三木方面（82系統）
「老ノ口」バス停徒歩８分

●

神出神社
神出観光ぶどう園
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大正6年から柿の栽培を始め、昭和48年に開園した
歴史ある柿園。のどかな里山でおいしい柿狩りがで
きると人気である。現在は約800本の柿の木を栽培
しており、甘柿の｢富有柿｣｢松本早生｣｢伊豆早生｣と、
渋柿の｢あたご柿｣の4種を生産している。果樹の生育
に適した南向きの傾斜地で栽培されているため、味
や甘さに定評があり、｢兵庫県認証食品｣の認証も受
けている。外国人来園者にも楽しんでもらおうと外
国語併記の案内看板の設置やチラシの配布も行っ
ている。

公式サイト　http://www.kobe-kanko-engei.jp/farm.php?id=8

● 住所：櫨谷町友清２６５・２６６
● 電話：078-991-0577（開園期間中9:00～15:30）

　　　　078-991-0501（夜間）

● 営業時間：9:00～16:00（受付15：30まで）

● 定休日：無
● 入園料：大人（中学生以上）700円
　　　　子供（4歳以上～小学校6年生）400円
       　　※お土産料金400円 / kg※かご代別 5kg:2,100円 10kg:4,100円
       　　※駐車場 / 無料

 アクセス　
市営地下鉄「西神中央駅」下車
神姫バス「友清行」乗車「友清」バス
停で下車（本数が少ない）
神姫バス「寺谷行」乗車。「福谷」バス
停下車徒歩15分
※「西神南駅」 徒歩なら40分
JR「明石駅」下車
神姫バス「寺谷行」乗車

友清柿園　　　　   10月上・中旬～11月下旬E
とも きよ
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景色のよい素敵な高台に位置する柿園。甘くておいしい
｢富有柿｣が栽培されており、秋の風が気持ちよく吹き抜
ける。柿には豊富なビタミンCを始め、カロテンや食物
繊維などの健康成分が凝縮されており、｢柿が色づくと
医者が青くなる｣といわれるほど栄養価が高い。免疫力
の向上や美肌効果、二日酔いの予防にも効果があると
されている。完熟柿をそのまま冷凍して、生シャーベット
で食べても最高である。時間無制限で食べ放題、お弁
当持参も可能。柿の木も低く、お子様でも手が届きやす
いので、ご家族で柿の収穫体験を楽しむのにお薦め。

公式サイト　http://www.kobe-kanko-engei.jp/farm.php?id=9

● 住所：押部谷町木津751
● 電話：078-994-8888／090-1598-9201
● 営業時間：9:00～17:00（受付16:00まで）

● 定休日：無
● 入園料：大人（中学生以上）　　　　　 700円
　　　　子供（4歳以上～小学校6年生）400円
　　　　団体（30名以上）1割引
       　　※駐車場 / 無料

● お土産料金：1㎏当たり 400円

 アクセス　
神戸電鉄粟生線「木津駅」
下車　徒歩１５分程度。
木津駅北側出口から左へ。
立て看板あり。

きづ柿狩り園　        10月中旬～11月下旬F
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神出北里づくり協議会が中心となり、農産物直売所、
貸し農園、食堂を運営する拠点。ファームビレッジで
は、田植え体験や稲刈り、芋掘り、餅つき大会など年
間を通じていろいろなイベントが開催されている。そ
の中のみかん園では、毎年10月～11月にかけて、150
本の極早生品種｢ヒナノヒメ｣のみかん狩りを開催。子
どもから大人まで家族で楽しめて人気を集めている。
また、施設も充実しており、野菜をふんだんに使った
料理に定評のある食堂｢みさか厨｣の名物｢釜飯定食｣
を味わいながら、秋の一日を過ごすのもお薦め。

公式サイト　http://www.kande-farm.jp/infor/20120401-3/

● 住所：神出町北465-3
● 電話：078-965-2014
● 営業時間：9:30～15:30（17:00閉園）

● 定休日：無
● 入園料：（食べ放題）大人（中学生以上）400円
　　　　　　　　 子供（小学校以上）200円
       　　       　　  ※小学生未満は無料
       　　       　　  ※駐車場 / 無料

● お土産料金：1㎏当たり 200円

 アクセス　
JR「明石駅」下車
神姫バス（三木方面）36系統
「老ノ口」バス停下車。徒歩10分。
市営地下鉄「西神中央駅」下車
神姫バス81・82系統
「老ノ口」バス停下車。徒歩10分。
JR「大久保駅」下車　
神姫バス（三木方面）「田井西」バス停下車。徒歩10分。

神出ファームビレッジ　      10月～11月G
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※掲載している情報は、取材時点のものです。営業時間・料金・内容等が変更される場合がありますので、ご了承下さい。
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