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村山市へ 交通アクセス
新幹線・特急在来線

東京駅
山形新幹線

約3時間10分

仙山線

約1時間20分 約30分

奥羽本線

約1時間40分

東海道新幹線

約3時間10分

山形新幹線

約2時間30分

東北自動車道

山形新幹線

約3時間10分

国道48号線

約90分

バス・車

仙台駅前22番

約90分

飛行機

約60分 約75分

約65分 -1-

村山駅

村山駅

村山駅

村山駅

仙台駅

名古屋駅

大阪駅

羽前千歳駅

東京駅

東京駅

東京から

仙台駅から
バスで

仙台から
自家用車で

村山駅

村山市

浦和本線
（川口ＪＣＴ） 村田ＪＣＴ 東根北ＩＣ 村山市

約3時間50分

山形自動車道

約50分

国道13号線

約10分

東海道新幹線

東京
羽田空港

名古屋
小牧空港

おいしい
山形空港

おいしい
山形空港

大阪
伊丹空港

おいしい
山形空港



エリアマップ村山市

■山の内わらび園 （②-©）

5月中旬～６月上旬

■じゅんさい摘み取り体験（②-Ⓖ）

6月中旬～７月上旬

■東沢バラ公園 バラまつり（⑥-Ⓘ）
6月上旬～7月上旬

■東沢バラ公園 秋のバラまつり（⑥-Ⓘ）

9月中旬～9月下旬

■最上川三難所舟くだり（⑥-Ⓕ）

通年

■見る・体験

■泊まる

■クアハウス碁点（⑤-Ⓕ）

■湯舟沢温泉（②-Ⓙ）

■蔵民宿 あおやぎ（⑤-Ⓕ）

-２-

■村山西口ホテル（⑥-Ⓗ）

■そば打ち体験（⑤-Ⓕ）

通年

■居合道サムライ体験（④-Ⓗ）

通年

■民宿工房 ＦＵｕ～（④-Ⓔ）

■あいかも会館（③-Ⓗ）

■ｙａｍａｇａｔａ glam（⑤-Ⓕ）



「居合道発祥の地でサムライショー」

村山市は居合道の発祥の地。居合道の始祖・林崎甚助重信公を祀る
日本で唯一の林崎居合神社に参拝し、夢想神伝流の先生による華麗な
居合の演武と解説、阿部派一刀流宗家による真剣での迫力ある抜刀術
の妙技をご覧いただけます。

居合神社サムライショー
居合道高段者の真正なる演武と、真剣演武の見学プラン
■人数 1名から40名
■演武時間 40分
■料金 55,000円（税込）

サムライショー出張プラン
コンベンションホール、ホテル先に出張し、演武をご披露いたします。
■演武時間 40分
■料金 88,000円（税込）

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会
TEL 0237-53-1351 FAX   0237-53-1352 -３-



「居合道発祥の地で居合抜刀術サムライ体験」

本物の刀で畳筒を斬る「試斬体験」ができるおススメプランです。
居合の演武と解説、抜刀試斬のデモを見学し、基本の形である「初発刀
（しょはっとう）」を体験します。真剣をもって実際に斬る体験は一生
の思い出になります。

居合抜刀術サムライ体験
居合道の形修練と真剣での試斬を体験するプラン
■人数 １名から16名
■体験時間 2時間
■料金 13,200円（税込）（1名の場合は26,400円で体験可能）

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会
TEL 0237-53-1351 FAX   0237-53-1352

-４-



環境省 かおり風景100選 「東沢バラ公園」

バラまつり2022 6月上旬～7月上旬 秋のバラまつり2022 9月中旬～下旬

東沢バラ公園は、約7ヘクタールの広い敷地に世界各地の約750
品種、2万株余りのバラが咲き誇り、満開の時期には甘い香りに包
まれています。全国のバラ園で唯一、環境省から「かおり風景100
選」の認定を受け、「恋人の聖地」にも認定されています。
村山市のオリジナルのバラ「むらやま」のほか、皇族ゆかりのバ

ラを集めたエリアや香りの強いバラを集めたエリアなど数々の特徴
的なバラをご覧いただけます。

■入園料 大人 600円 団体15名以上 500円
小中学生 300円 団体15名以上 200円

•事前にＴＥＬ・ＦＡＸ等で予約をお願いします。
•お支払いは窓口現金払いでお願いします。

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会
TEL 0237-53-1351 FAX   0237-53-1352

※期間等変更になる場合がありますので事前に確認をお願いします。 -５-

VRマップ



6月上旬～7月下旬

村山市の初夏の風物詩、大谷地沼の「天然のじゅんさい」は6月から7月下旬にか
けて箱舟を操りながら収穫が行われます。
この沼で採れるじゅんさいは、「ヌル」が豊富で非常に柔らかいことで好評です。
収穫したじゅんさいはお持ち帰りいただけます。

■摘みとり料 1時間 1,100円（保険料込み）
■収穫期間 6月上旬～7月下旬（月曜日定休）
■営業時間 9:00～16:00
■貸出物品 箱舟、ライフジャケット、収穫容器

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会
TEL 0237-53-1351 FAX   0237-53-1352

初夏の味覚「じゅんさい」摘み取り体験

-６-



6月上旬～7月上旬

日本一おいしいさくらんぼの里「観光さくらんぼ村」

甘い果汁、さわやかな香りと愛らしいカタチ、まさに三拍子揃った優れもの。
数多い品種の中で、味も人気もナンバーワンといえば「佐藤錦」。おいしい佐藤錦が育つ条件は「寒さ」と「日差し」の二つが
揃っていることです。村山のさくらんぼは市場でも高い評価をいただいています。

■入園料 大人 1,400円 団体20名以上 1,200円
小学生 1,200円 団体20名以上 1,000円
幼児（3歳以上）700円 団体20名以上 500円
※時間は無制限になります。

•申し込みは村山市観光物産協会までお願いします。

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会
TEL 0237-53-1351 FAX   0237-53-1352

-７-

■松原農園 村山市長善寺133 

■仁藤農園 村山市白鳥2027-１



通年

最上川三難所舟くだり

碁点（ごてん）、三ヶ瀬（みかのせ）、隼（はやぶさ）・・・最上川三難所と言われ
た場所が、ここ村山市には全てそろっています。最上川の三難所を通過する舟下りは
スリル満点！約50分の景色をお楽しみください。

◼出船時間 10:00、11:50、14:00、16:00
（一艘借り上げの場合には時間の変更も可能）

◼料 金 大人 2,040円 団体15名以上 1,836円
小人 1,020円 団体15名以上 918円

◼乗舟場 村山市碁点
◼送 迎 舟着場から乗舟場まで無料のバスがあります。

-８-

問合せ・申込先 最上川三難所舟くだり
TEL 0237-56-3535 FAX 0237-57-2318



むらやま徳内まつり

鉦,笛,大太鼓,締太鼓,掛声等からなる囃し手が､
豪華絢爛な山車に乗込み､踊り手はアップ
テンポなお囃子に合せて勇壮かつ華麗に､
各団体が特色を活かした踊りを繰り広げます。

問合せ先 村山市商工観光課
ＴＥＬ 0237-55-2111

HP http://www.murayamatokunai.jp/

-9-

2022 8月下旬



-10-

通年（11月1日～30日 板そばまつり）

最上川三難所 そば街道

日本三大急流のひとつである最上川と、葉山の雄大な自然に囲まれた村山。
寒暖の差が激しい気候がそばの旨味のもとであるデンプンを多く生み出すため、
そば栽培の適地といわれています。
「最上川三難所そば街道」には、職人が打ったこだわりのそばを求め全国各地
から多くの方が訪れております。

電話／0237(57)2710
定休日／不定休
座席／40人 駐車場／50台（大型可）

一番店 そばの陣じゅんさい 二番店 手打蕎麦おんどり

電話／0237(57)2552
定休日／毎週火曜日
座席／50人 駐車場／10台

電話／0237(55)5682
定休日／毎週水曜日
座席／50人 駐車場／40台（大型可）

三番店 あいかも会館

五番店 板そばの里村山 手打ち塾

電話／0237(55)6663
定休日／毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
座席／40人（体験は30人まで） 駐車場／15台

八番店 そば打ち道場 農村伝承の家 九番店 クアハウス碁点

電話／0237(56)3351
定休日／年中無休（年1回4日間の休館日）
座席／94人 駐車場／170台（大型可）

十一番店 そばやかた樽石 十二番店 後楽園そば 十四番店 あらきそば

電話／0237(56)2133
定休日／毎週火曜日）
座席／80人 駐車場／30台（大型可)

電話／0237(56)3378
定休日／不定休
座席／40人 駐車場／10台

電話／0237(54)2248
定休日／毎週水曜日
座席／30人 駐車場／20台

問合せ先 村山市商工観光課 TEL 0237-55-2111

四番店 手打ちそば ゆきむろ

電話／0237(58)2506
定休日／毎週水曜日
座席／30人 駐車場／10台

電話／0237(53)3277
定休日／毎週水曜日（祝日に場合は翌日）
座席／80人 駐車場／80台（大型可）

※2022、1月現在 店舗は変更になる場合があります



温泉宿泊施設

クアハウス碁点

クアハウス碁点は、運動・温泉入浴・リラックスを組み合わせた総合的な健康増進保養施設です。
山形県の母なる川最上川を眺めながら、露天風呂を楽しむことができます。
また、水着で入る洋風露天風呂「SPAプール」は、屋外の開放的な温泉プールで年間を通してご利用
いただけます。

◼客数 140名程度
◼客室 26室

◼所在地 山形県村山市碁点１０３４－７

-11-
問合せ・申込先 クアハウス碁点

TEL 0237-56-3351 FAX 0237-56-3352



村山西口ホテル

JR村山駅徒歩１分の所にあるビジネスホテルです。
癒しの空間大浴場で、ごゆっくりおくつろぎいただけます。

■施設 収容人数 89名 客室 70室 シングルルーム 50室
障者用シングルルーム 1室 ツインルーム 14室 ＤＸツインルーム 5室

ビジネスホテル

■大浴場 男性用浴室シャワー3基 女性用浴室シャワー3基
入浴時間 18:00～23:00

■客室備品 ポット/テレビ/冷蔵庫/金庫/ドライヤー/コップ/スタンド型照明器具/ハンガー

バスタオル/フェイスタオル/ハンドソープ/バスマット/スリッパ/シャンプー/
コンディショナー
ボディソープ/歯ブラシ/くし/ボディスポンジ/ヘアゴム/綿棒・コットン/
カミソリ

問合せ・申込先 村山西口ホテル
TEL 0237-52-9025 FAX0237-55-3886 -12-

■所在地 山形県村山市駅西3-20



温泉宿泊施設

湯舟沢温泉

湯舟沢温泉は村山市の山あいにある一件宿の温泉旅館です。開湯は文政2年で、旅館
の御先祖が夢枕で金比羅様が言い知らせたそうです。
湯質はつるつる美人の湯です。

■定員 9室（30名）
■定休日 水曜日
■泉質 強アルカリ性の単純硫黄泉
■効能 皮膚病、糖尿病、神経痛、婦人病など

「PH値が県内の温泉では最も高い（やまがたの温泉より）」
■所在地 山形県村山市土生田2040

緑に囲まれた山間の一軒宿

-13-

問合せ・申込先 湯舟沢温泉
TEL 0237-58-2439 FAX0237-58-2441



温泉宿泊施設

あいかも会館

当館の建物はドラマ「おしん」の故郷、山形県西村山郡左沢の在、大鉢の豪農鈴木家
の文政初期の建物と言われる居宅をこの地に移築したものです。高い天井、太く長い
山毛欅の梁そして栗の柱がその歴史を物語っています。

温泉と料理の宿・ゆざ温泉

-14-

■定員 4室（20名）
■定休日 水曜日
■泉質 アルカリ性の単純令鉱泉
■効能 リュウマチ、神経痛、胃腸病など
■所在地 山形県村山市大字本飯田字湯沢1477

問合せ・申込先 あいかも会館
TEL 0237-55-5682 FAX0237-55-5689



農家体験 蔵民宿

蔵民宿 あおやぎ

最上川沿いの農村にある蔵を利用した1日1組（定員5名）限定の小さな農家民宿です。
農家体験や周辺散策をすることができるほか、市内観光地のご案内もいたします。

■定員 5名
■定休日 8月10日～8月16日 12月29日～1月3日
■その他 四季の農作業体験は、相談の上対応させていただきます。
■所在地 山形県村山市大槙422

-15-

問合せ・申込先 蔵民宿 あおやぎ
TEL 0237-56-3018 FAX0237-56-3018



アウトドア体験施設

ｙａｍａｇａｔａ glam

最上川を望む、大自然に囲まれたアウトドア体験施設
「もう一度山形に来たい」忘れられない 非日常な体験を。

-16-

■定員 8棟 1棟に最大5名様
5名様でご利用の場合・3名以上でダブルベッド2台以上ご入用な場合
は、 別途有料オプションのエキストラベッド（シングルサイズ）
の追加をオススメします。
入浴は碁点温泉（クアハウス碁点）となります。

■体験アクティビティ
・最上川三難所舟くだり ・そば打ち体験 ・碁点焼き手び練り体験
・ホースガーデンふれあい体験 ・温泉SPAプール 焚火体験
・ローズオイルエステ60分（女性のみ）
※別途料金がかかる体験もございます

■所在地 山形県村山市碁点999-19

問合せ・申込先 yamagataglam
ホームページから問合せ・申し込みください



民泊工房

民泊工房 FUu～

田んぼに囲まれた一軒家で七宝焼きを思う存分制作する工房メインの宿泊施設です。
猫にちょいちょい邪魔されながらも本を読んだり、お酒を飲んだり、ボーっとした
り・・・ふぅ～と一息ついて時間の流れを楽しむ、そんな場所です。

-17-

■定員 2部屋 5名
■その他 七宝焼き体験もできます。（別途）
■所在地 山形県村山市大字白鳥1152-1

問合せ・申込先 民泊工房FUu～
TEL 090-4048-8772



故里交流施設

道の駅 むらやま

◼施設概要 情報発信コーナー、特産品コーナー
ファーストフードコーナー
レストラン、交流広場他

◼駐車台数 普通車122台 大型車31台
◼所在地 山形県村山市大字楯岡7635₋1

ドーム型歩道橋が目印の道の駅｢むらやま｣では、村山名物のお蕎麦、
そばスイーツ、地元の新鮮な野菜・果物、山形のお土産品など
が揃っています。道の駅「むらやま」オリジナルのジェラートもぜ
ひご賞味ください。

-18-

問合せ 道の駅むらやま
TEL 0237-55-7100 FAX0237-55-6100



文化施設

最上川美術館

生まれ育った山形県の風土を愛し、母なる川・最上川の景観を描き続けた洋画家・真下慶治。
村山市大淀にアトリエを構え、この地を拠点に三難所の碁点、三ヶ瀬、隼などを精力的に描いてきた真下慶治は、
四季折々の最上川の表情をとらえた雄大な作品を数多く残しました。

◼入館料 大人300円、高校生以下は無料（8名以上の団体は大人250円）
◼開館時間 午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
◼休館日 毎週水曜日（祝日の場合には翌日）・年末年始休

-19-

問合せ 最上川美術館
TEL 0237-52-3195 FAX 0237-55-2152



文化施設

最上徳内記念館

村山市楯岡出身の北方探検家である最上徳内（もがみとくない・1755年～1836年）は、江戸時代の後期、幕府の蝦夷地検分
隊の一員として蝦夷地（北海道）に赴いたのが最初で、その後、択捉・ 国後などの北方諸島を含めて生涯で９回も訪れ調査
を行い、探検家として高い評価を受けました。この偉大な業績を後世に伝えていくため、書物・測量器・北方の地図・択捉
島に建立した標柱などの資料を展示しています。
また、最上徳内が北方を探検する際にアイヌの人達と寝食を共にし、アイヌの協力があって偉業を成功させることができま
した。このように当時アイヌの人々との交流を持っていた最上徳内を偲ぶために、住居全体が茅(葦）葺きのアイヌの住居
（チセ）を敷地内に復元建立し、アイヌの生活用具等の展示もしています。

-20-

問合せ 最上徳内記念館
TEL 0237-55-3003 FAX 0237-55-3630

◼入館料 大人300円、高校生以下は無料（8名以上の団体は大人250円）
◼開館時間 午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
◼休館日 毎週水曜日（祝日の場合には翌日）・年末年始休



村山市の雛まつり 3月上旬～下旬

段々ロングな雛まつり 雛のつるし飾り展

屋内で大迫力の雛壇・雛人形をご覧いただけます。雛壇の長さは50m 展示される雛人形は約5000体にも
のぼります。全国各地から寄贈された雛人形のほか市内園児の手作りの雛も展示します。

■期間 3月中旬 ■時間 午前10時から午後5時
■会場 お問合せください ■入館料 無料

問合せ先 村山市商工観光課 TEL 0237-55-2111

女性たちが着物の切れ端などを使い、一つ一つ手作りした4000体を超えるつるし飾りを展示します。
■期間 3月上旬～下旬 ■時間 午前9時から午後7時
■会場 楯岡地域市民センター ■入館料 無料
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通年 自然体験交流施設

山の内自然体験交流施設 やまばと

閉校した「山ノ内小学校」を利用し、さまざまな自然体験ができます。
地元住民との交流を楽しみながら、郷土料理を堪能できます。
やまばとは宿泊施設として利用できますので、スポーツ少年団・子供会などの行事にも幅広く利用できます。

山菜採り 野菜収穫体験 ブナ林トレッキング スノートレッキング

そば打ち体験山菜のてんぷら
田舎料理ざっこへめ（魚とり）

問合せ先 自然体験交流施設 やまばと TEL 0237-57-2822
村山市観光物産協会 TEL 0237-53-1351
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■村山市商工観光課
〒995-8666 山形県村山市中央1-3-6
ＴＥＬ：0237-55-2111（154・155） ＦＡＸ：0237-53-5950
https://www.city.murayama.lg.jp/
e-mail: syokokanko@city.murayama.lg.jp

■一般社団法人 村山市観光物産協会
〒995-0033 山形県村山市楯岡新町1-10-1
ＴＥＬ：0237-53-1351 ＦＡＸ：0237-53-1352
https://murayama-kanbutu.com
e-mail： info@murayama-kanbutu.com



山形県村山市
収穫体験・農業体験提案書

一般社団法人 村山市観光物産協会
〒９９５-００３３ 山形県村山市楯岡新町１－１０－１

TEL：０２３７-５３-１３５１ FAX：０２３７-５３-１３５２
E-mail： info@murayama-kanbutu.com

https://murayama-kanbutu.com

来て！見て！食べて！体験して！

むらやまを満喫！！

さくらんぼ ジュンサイ摘み取り体験 バラの摘み取り体験

※新型コロナウイルス対策を整えて実施しております。



新幹線・特急在来線

東京駅
山形新幹線

約3時間10分

仙山線

約1時間20分 約30分

奥羽本線

約1時間40分

東海道新幹線

約3時間10分

山形新幹線

約2時間30分

東北自動車道

山形新幹線

約3時間10分

国道48号

約90分

バス・車

仙台駅前22番

約90分

飛行機

約60分 約75分

約65分 -1-

村山駅

村山駅

村山駅

村山駅

仙台駅

名古屋駅

大阪駅

羽前千歳駅

東京駅

東京駅

東京から

仙台駅から
バスで

仙台から
自家用車で

村山駅

村山市

浦和本線
（川口ＪＣＴ） 村田ＪＣＴ 東根北ＩＣ 村山市

約3時間50分

山形自動車道

約50分

国道13号

約10分

東海道新幹線

東京
羽田空港

名古屋
小牧空港

おいしい
山形空港

おいしい
山形空港

大阪
伊丹空港

おいしい
山形空港

むらやまへの交通アクセ
ス



春・・・春野菜収穫体
験

村山市戸沢地域にて野菜の収穫体験が可能です。
集客人数に応じてお好みの野菜を作付けすることも可能です。

受入期間：5月中旬～6月中旬
受入回数：10回程度
体験場所：高橋農園（村山市大字大槙61-3）
料金：1㎏800円～ （1㎏以上の場合には別途個人負担）
体験時間：30分～40分
体験可能人数：1回の体験で40名
収穫できる野菜：ほうれん草、小松菜、アスパラ菜、水菜、チンゲン菜など

■1つの畑にいろんな野菜があるので自分好みの野菜を収穫できます。
■収穫の袋、包丁、はさみ、長靴は貸し出します。（無料）
■販売用の手袋もあります。

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会 ☎ 0237-53-1351 2

アスパラ菜 収穫体験の様子 ほうれん草



3

春・秋・・・バラの摘み取り体験＆クラ
フト体験

村山市戸沢地域にてバラの花摘み体験、ローズウオーターの蒸留見学、バラの
花びらやローズウオーターを使ったクラフト体験ができます。

受入期間：6月、9月
受入回数：10回程度
体験場所：（株）RoseCheek（村山市大字大槙2317-1）
料金：2,000円
体験時間：1時間程度
体験可能人数：1回の体験で20名
体験内容：バラの花摘み、蒸留見学、クラフト体験など

■東沢バラ公園のバラまつりに併せ、バラ園の中で、ローズウオーター蒸留見学、クラフト体験も可能です。
■バラ園で見学し、体験できますので、お客様の満足度アップです。
■東沢バラ公園で体験の場合には、40名まで受け入れ可能です。（40名以上の場合には、2班に分かれての体験に
なります。）

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会 ☎ 0237-53-1351

バラのクラフト体験 バラのクラフト体験 ローズウオーターの蒸留
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春～初秋・・・ハーブの寄せ植えｏｒス
ワッグ作り

受入期間：5月中旬～９月
体験場所：農園しばた（村山市大字河島元塩川八反672）
料金：1,500円
体験時間：60分
体験可能人数：1回の体験で30名

■ハーブの寄せ植えと、スワッグ作りのどちらかを選べます。

畑に30種類あまりのハーブを育てております。
ラベンダー、ローズマリー、タイム、セージなどのハーブを使って、寄せ植えまたはスワッグ作りがで
きます。

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会 ☎ 0237-53-1351

ハーブの寄せ植え ハーブの寄せ植えの様子 ハーブのスワッグ

ハーブのスワッグ



夏・・・さくらんぼ狩り体験

受入期間：6月下旬～7月上旬
体験場所：松原農園（村山市大字長善寺133）
営業時間：午前9時～午後6時まで営業
体験時間：無制限
料金：大人1,400円 小学生1,200円 幼児（3歳以上）700円

（20名以上は、200円割引になります）

■申し込みは観光物産協会へお問い合わせください。
園地を手配いたしますが、手配後の連絡は直接お願いします。
■支払いは現金払いか、後日振込も可能です。
■ご要望に応じてさくらんぼの種飛ばしゲームもできます。
■1日で受け入れ可能なバス台数 3台から5台

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会 ☎ 0237-53-1351 5

村山市は昼夜の温度差が大きく、
その影響をうけたさくらんぼは
糖度が高く、市場でも高い評価を
受けています。
甘くておいしいさくらんぼが楽し
めます。

さくらんぼ狩り さくらんぼ 贈答用のさくらんぼ



夏・・・天然ジュンサイ摘み体験

受入期間：6月上旬～7月下旬
体験場所：大谷地沼（村山市富並）
料金：1,100円 （試食のみ：300円）
営業時間：午前9時～午後4時まで
体験時間：1時間
休業日：月曜日
体験可能人数：1回の体験で40名

■箱舟は全部で20艘 1艘に2人まで乗れます。
■沼の深さは150㎝程度です。
■安全のためにライフジャケットを着用します。
■体験をしなくても、ジュンサイ摘み取り風景を眺めるだけでも癒されます。

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会 ☎ 0237-53-1351 6

村山市の大谷地沼では、6月から7月下旬にかけて箱舟を操りながらじゅんさいの収穫が行われ
ます。この沼で採れる天然ジュンサイは、「ヌル」が豊富で非常に柔らかいことで好評です。

摘み取りの様子 ヌルが豊富なジュンサイ

摘み取り体験の様子



夏・・・夏野菜収穫体験
村山市戸沢地域にて野菜の収穫体験が楽しめます。

受入期間：7月中旬～8月中旬
受入回数：10回程度
体験場所：高橋農園（村山市大字大槙61-3）
料金：1㎏800円～（1㎏以上の場合には別途個人負担）
体験時間：30分～40分
受入可能人数：1回の体験で40名
収穫できる野菜：トウモロコシ、枝豆、キャベツ、きゅうり、ズッキーニ、カラフル人参など

■1つの畑にいろんな野菜があるので自分好みの野菜を収穫できます。
■収穫の袋、包丁、はさみ、長靴は農園で準備します。
■販売用の手袋もあります。

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会 ☎ 0237-53-1351 7

園主の高橋さん 新鮮なトウモロコシ カラフル人参



秋・・・里芋掘り体験

受入期間：9月中旬～10月中旬
受入回数：期間中10回
体験場所：恵屋農工房（村山市大字大槇1977-7） 阿部農園（村山市大字田沢907-133）
体験時間：30分～45分
料金：1㎏ 900円～ （1kg以上の場合には別途個人負担）
受入可能人数：1回の体験で40名

■畑は県道の脇にありますので、すぐ体験できます。
■雨天時の体験は、ハウスまたは小屋の中での体験になります。
■里芋の親芋と芋がらは無料で差し上げます。
■体験終了後の手洗い水も準備しております。
■長靴、はさみは貸し出しいたします。
■販売用の手袋もあります。

村山市西部地域の農家さんが作った里芋の収穫体験ができます。
西部地域は、最上川沿いに位置し黒土が里芋の生育状況に適しているため、やわらかくホクホクとした里芋が楽しめます。

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会 ☎ 0237-53-1351 8

掘りたての里芋 里芋掘り体験

里芋畑の風景 雨天時の体験



秋・・・秋野菜収穫体験

受入期間：10月1日頃～11月５日頃まで
受入回数：期間中10回
体験場所：高橋農園（村山市大字大槙61-3 ） 佐藤農園（村山市大字土生田2424）
料金：1ｋｇ800円
体験時間：30分～40分
体験可能人数： 1回の体験で40名
収穫できる野菜：ブロッコリー、紅クルリ、ビタミン大根、白菜、ニンジン、春菊など

まるでサツマイモのような
「紅クルリ」これは大根です

■1つの畑にいろんな野菜があるので自分の好みの野菜を収穫できます。

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会 ☎ 0237-53-1351
9

■長靴、はさみは貸し出しいたします。
■販売用の手袋もあります。

新鮮な白菜 いろんな秋野菜 人気のブロッコリー
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秋・・・しいたけ収穫体
験

受入期間：9月中旬～３月下旬
受入回数：期間中5回
体験場所：藤橋農園（村山市楯岡笛田3-3-11-13）
体験時間：30分
料金：500g 900円
受入可能人数：1回の体験で20名（20名以上の場合には分けて行います）

ビニールハウスで栽培した原木しいたけの収穫体験が出来ます。
雨が降っても体験可能です。

■体験に必要な道具は準備をいたします。
■原木に番号をつけ、お客様に収穫番号を渡すためスムーズな体験が出来ます。

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会 ☎ 0237-53-1351

肉厚でとても美味しいしいたけ

贈答用のしいたけ
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秋・・・高徳リンゴ・ふじりん
ご狩り

受入期間：高徳りんご 10月下旬～11月中旬
ふじりんご 11月中旬～11月下旬

受入回数：期間中5回
体験場所：松原農園（村山市大字長善寺133）
体験時間：30分
料金：1ｋｇ 600円
受入可能人数：1回の体験で40名

蜜がたくさん入っていて、甘みと酸味のバランスがとてもいいリンゴの収穫ができます。

■体験に必要な道具は準備をいたします。になります。
■バスを降りてから園地までは、徒歩約5分になります。

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会 ☎ 0237-53-1351

高徳リンゴは
蜜がいっぱい

青空の下での収穫体験 収穫の様子 直売所
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冬・・・ハウス葉物野菜収穫体験

受入期間：1月下旬～2月下旬
受入農家：髙谷農園（村山市大字大久保乙213）
料金：1㎏1,000円
体験時間：30分～40分
体験可能人数：1回の体験で40名

甘さがギュッと詰まった、冬野菜の収穫体験ができます。芽キャベツ、アスパラ菜、
ホウレン草などの冬野菜が揃っています。ビニールハウス内なので、雪が降っても安
心です。

■長靴、はさみは貸し出しいたします。
■販売用の手袋もあります。
■駐車場から体験場所まで徒歩約5分になります。

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会 ☎ 0237-53-1351

みずみずしいホウレン草 親子で収穫体験 生育を見るだけでも楽しい芽キャベツ
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冬・・・雪下野菜収穫体験

受入期間：1月中旬～2月下旬
体験場所：高橋農園（村山市大字大槙61-3 ）
料金：1,000円（大根、白菜、キャベツお持ち帰り）
体験時間：30分～40分
体験可能人数：1回の体験で40名

■雪中での体験になりますので、防寒着、防寒靴、手袋を準備ください。

雪下野菜とは、雪の中で貯蔵した野菜のことです。
野菜は寒さが厳しくなると、体内の養分を糖分に変化させて体内の水分濃度を高くし、野菜が凍結
するのを防ごうとするために甘くなります。

問合せ・申込先 （一社）村山市観光物産協会 ☎ 0237-53-1351

雪の下の白菜 収穫の様子 雪下大根収穫


