安房 駅
道の

早春うまいもんグルメ

春の南房総の
たびグルメは、道の駅で！

ナバーナ

道の駅

契約農家自慢の
「食用菜花」
と千葉

保田小学校

県産の「落花生」
をふんだんにトッ

ピングした春の香りタップリのオリ
ジナルピザです。
薪窯を使った廃校

ピッツェリアはメニューも豊富です。

寒い冬を飛び越えて、
「春」の香りのする南房総。いちごや

Da Pe GONZO
☎090-4943-5030
賚11:00~15:30
土・11：00〜15：30・17：30〜20：00
贊 水曜

菜花などの季節の食材や花の料理も加えて、おいしいもの
が道の駅にズラリ。
道の駅

きょなん

道の駅

いちごの
ショートケーキ

富楽里
とみやま

ふわふわのスポンジと甘さ
ひかえめな生クリームでサ
ンドしました。かわいいス
イーツのお店でどうぞ。
アトリエ

ボンボン

鄙の里

オリジナル
いちごパフェ

道の駅
とみうら

枇杷倶楽部

一番下に、
リコッタプディング
にソフトクリーム、
トッピング
にクレマカタラーナ、房州イ
チゴなど近藤牧場のスイー
ツが盛りだくさんの一品。

atelier bonbon
☎0470-28-4003
賚 平日11：00〜16：00
土曜10：00〜16：00
贊日曜・月曜
道の駅
三芳村

インフォ
メーション

近藤牧場
☎0470-57-3909
賚 9：00〜18：00
贊 不定休

牛乳カステラ

菜の花のトマトソースパスタ

道の駅
ちくら

潮風王国

ふわふわのスポンジと甘さ
ひかえめな生クリームでサ
ンドしました。かわいいス
イーツのお店でどうぞ。
鄙の里
☎0470-36-4116
賚 9：00〜17：00

（サラダ付）

地元農家さんから、毎日仕入れる新鮮な菜
花が味わえるパスタは、菜花の食感とトマ
トソースとの相性がバッチリ！四季折々の
花壇をながめながら、お茶・食事ができる
自慢のカフェ。
ダイニング・カフェ
☎0470-33-4611
賚10：00〜17：00（ＬＯ16：30）

贊 不定休

道の駅

白浜
野島崎

道の駅
和田浦

WA・O！

クジコロ

地花天ぷら盛り

房州特産くじらのお肉を使用

無農薬で特殊な製法で育てた食用花（エ
ディブルフラワー）を使用。栄養満点で美
肌効果があると言われています。女性のお

したポテトコロッケです。
しっ
とりとしたじゃがいもの甘さ
とくじらの旨味がベストマッ
チ！テイクアウトできます。
わだい処和田浜
☎0470-47-3100
賚 9：00〜18：00

客様に大人気です。海山の新鮮食材たっ
ぷり使った寿司・地魚海鮮のお店です。

贊 不定休
道の駅

鴨川
オーシャン
パーク

道の駅

ローズマリー
公園

はな房
☎0470-43-8871
賚11：00〜20：00
贊 無（不定休あり）

白と赤の

ベリーベリースムージー

道の駅で栽培している白いちごと赤いちご
をたっぷり使った季節限定スムージー。
（い
ちごの収穫量によって数量限定販売）
道の駅

南房
パラダイス

☎0470-38-5519
賚 9：00〜17：00

贊 不定休

チリドック

はちみつチーズピザ

南 房 総 の 蜂 蜜 農 家さんの 蜂 蜜を使 用した
チーズピザ。モッツァレラチーズ等、３種類の
チーズをふんだんに使用し甘みと塩味のバラ
ンスがやみつきになります。南房総の美味し
いを集めた“食のテーマパーク”で。
はなまる市場
☎0470-28-4030

賚 9：00〜17：00

贊 不定休

シェフの手作りチリ
ソ ー ス 、チ ェ ダ ー
チーズたっぷりのチ
リドック。ハ ワイの
ローカルフードが堪
能できます。

ところてん

鴨川産の天草を使い手作りのところてん。酢醤
油をかけて少しからしを入れるのがオススメ。
物産館は売店、
レストラン、展望台があり隣接
の体験農場では花摘みも楽しめます。
道の駅鴨川オーシャンパーク売店
☎04-7096-1911
賚 9：00〜17：00 贊 年2回不定休

モアナガーデンパフェ
☎0470-28-1511 賚 9：30〜17：00

贊 年中無休

春を楽しむ

特産物
販売所等

喫茶軽食

レストラン

公園・
子供広場

博物館・
美術館等

体験施設

情報
コーナー

身障者用
施設

宿泊施設

電話

サイクル
ステーション

■いちご狩り

道の駅

とみうら
枇杷倶楽部

イベ ントカ レン ダ ー
日

道の駅

苺庭園（いちごガーデン）要予約
いちご狩り食べ放題／2月1日〜4月5日／6歳以上 1,800円
3〜5歳 1,600円

道の駅 保田小学校

126年の長い歴史に幕を閉じた保田小学
校が道の駅として復活！地元の物産品を
はじめ里山の豊かな文化や自然等の情報
発信基地です。
安房郡鋸南町保田724 ☎0470-29-5530
賚 直売所 9:00〜18:00
9:00〜17:00（1・2月）無休
※宿泊も可能です。詳細はお電話ください。
専用☎0470-29-5531

道の駅

きょなん

国道127号線沿いにあり、見返り美人で有
名な「菱川師宣記念館」を有する道の駅
きょなん。富士山や夕日の美しい場所とし
ても有名です。
安房郡鋸南町吉浜517-1 ☎0470-55-4518
（道の駅案内所）
賚 9:00〜17:00／月曜
＊物産センター 店舗により異なる／不定休

一年中、花に包まれた、趣たっぷり花の楽園。

緑に囲まれた農産物の宝庫からは、おいしいものを。

総面積4,000坪の広大な敷地に、花々が
広がります。温室内では、11月から５月初
旬にかけて新鮮・良質な花摘みが楽しめ
ます。

農産物直売所「土のめぐみ館」と交流セ
ンター「鄙の里」。自社工場で作るオリジ
ナルの乳製品は濃厚な味わいで人気。

道の駅おおつの里 花倶楽部

道の駅三芳村

鄙の里

場
抱湖園

2月2・16日 ちくら漁港朝市

高倉山

真野寺

花の寺

青龍山

能蔵院

千倉漁港

2月8・9日 カーネーション・リリーフェスティバル
2月15・16日 第30回南房総フラワーマーチ

3月

所

和田地区内

2月11日 春の大祭

菜花の収穫体験実施中。自分で収穫した菜花は、最高のごちそうです。
1袋 200円（既定の袋に詰め放題）／雨天中止／なくなり次第終了です

内房の玄関口、情報を仕入れるにはココ。

容

駅からハイキング（和田浦駅発着）

2月6日 大黒天福祭り

道の駅おおつの里「花倶楽部」では毎年恒例の「カーネーション・リリーフェス
ティバ ル」を来る2月8日〜9日の2日間に開催します。花倶 楽部の早春一大
イベントとして、カーネーションとユリに特化した展示・販売の催しです。

廃校リノベーション！ノスタルジーを体感。
都市
交流施設

内

令和2年2月〜3月

2月2〜29日 桜まつり

■菜花狩り

富楽里
とみやま

程

2月 2月1〜3月1日

■カーネーション＆リリーフェスティバル

おおつの里
花倶楽部

道の駅

お手洗い

道の駅おおつの里

花倶楽部

南房総市千倉保健センター

2月16日 南房総里山・里海サイクリング

平群クラブハウスほか

2月23日 梅見会

高家神社

2月29日 物産市・うまいもん市（雨天時3/1）

千倉漁港

3月1日 増間の御神的神事

増間日枝神社

3月14日 みちくさウルトラマラソン

勝浦〜白浜の海岸線

3月15日 ちくら漁港朝市

千倉漁港

3月20日〜22日 菜の花まつり

道の駅とみうら

枇杷倶楽部

3月20日 春の観光まつり（雨天時21日）

千葉県酪農のさと

3月21日 春の観光まつり

道の駅ローズマリー公園

自動車道から乗り入れ。地元農産物が大人気。
ハイウェイオアシス
富楽里

道の駅富楽里とみやま

一般道からも富津館山道路からも利用で
きる道の駅。地元産の新鮮野菜や花々な
ど、海･山の幸を楽しめる直売所が大人
気です。

絶品のびわソフトなどオリジナルスウィーツがいっぱい。

道の駅とみうら 枇杷倶楽部

「全国道の駅グランプリ」で最優秀賞を受
賞。カフェやショップはこだわりの枇杷
グッズ満 載 。菜 の 花 やいちご 狩りなど
も。

南房総市二部2211 ☎0470-57-2601
賚 9:00〜18:00 ※4月〜9月の土日祝日 8:30〜
（道の駅直売所）
7:30〜18:00（軽食コーナー/不定休）
10:00〜18:00（17:30LO）
（レストラン/水曜日）

南房総市富浦町青木123-1 ☎0470-33-4611
賚 9:15〜18:00
無休（但し、カフェのみ年間数日休業あり）

海のまちらしい、イベントいっぱい。潮風がBGMに。

食材の宝庫、南房総の美味しさを伝えたい。

潮風王国

道の駅 ローズマリー公園

9つのショップ＆レストランは、千倉ならで

文豪シェイクスピアが晩年を過ごした家
を再現した中世ヨーロッパ調の建物が特
徴。中には、インフォメーションやテナン

道の駅ちくら

はの物産ばかり。漁船がオブジェでそび
える広々とした公園。季節ごとのイベント
が人気です。

トショップが入っている。

南房総市富浦町大津320 ☎0470-33-4616
賚 9:00〜17:00（9:00〜16:30 11月）
不定休（1月〜3月は無休）
5月中旬〜10月末 物販業務休業

南房総市川田82-2 ☎0470-36-4116
賚 9:00〜17:00 不定休

南房総市千倉町千田1051 ☎0470-43-1811
賚 9:00〜17:00（ショップ）

くじらのモニュメントがお出迎え。

太平洋が目の前。絶景が広がる鴨川の道の駅。

道の駅 鴨川オーシャンパーク

アロハ！南国ムード満点の楽園

道の駅

海と花のまち白浜。

扇形ピラミッドが特徴的な物産館＆レス
トラン。展望台からは太平洋の景色がパ
ノラマワイドに広がります。青空市場、フ
リーマーケットも随時開催中。

房総フラワーライン沿いにあり、隣接する「アロハ
ガーデンたてやま」は、楽園ハワイをテーマにした動
植物園です。園内の温室では南国特有の花や樹木を
鑑賞でき、アロハZOOでは、人気のカピバラなどに触
れあい・餌付け体験も出来ます。土日祝に開催するフ
ラやタヒチアンダスショーは必見 。※隣接施設は有料

房総半島最南端の道の駅。敷地内には新
しく直売所がオープンし、地元の旬な野
菜や地元食材を生かしたスイーツ、軽食
を販売している。道の駅近くにある野島
崎灯台は絶好の散策コースとなっている。

館山市藤原1497 ☎0470-28-1511
賚 9:30〜17:00 年中無休

南房総市白浜町滝口9240
賚 9:00〜17:00 不定休

道の駅和田浦

WA・O!

「たべあるくじら」をテーマに「食べて」
「まちに繰出し」「出会い・発見」できる
スポット。鯨料理をはじめ地元ならでは
のメニューが並ぶレストランや、直売所が
嬉しい。
南房総市和田町仁我浦243
賚 9:00〜18:00

☎0470-47-3100

安房道の駅連絡会

鴨川市江見太夫崎22 ☎04-7096-1911
賚 9:00〜18:00（11月〜1月は17:00）
年中無休

南房パラダイス

事務局／道の駅とみうら枇杷倶楽部 ☎0470-33-4611

南房総市白子1501 ☎0470-46-2882
（インフォメーション）
☎0470-28-4030（はなはる市場）
賚 9:00〜17:00

道の駅

南房総いいとこどり

白浜野島崎

検 索

☎0470-38-5519

