特定非営利活動法人全国農業体験農園協会 正会員農園 一覧
2019．3．1現在

関 東
No.

所在

農 園 名

1 茨城県 水戸市

畑のGOCHISO

2 茨城県 つくば市

六斗わくわく農園

3 埼玉県 さいたま市

栽培指導つき体験型農園

4 埼玉県 さいたま市

深井農園 ほっこり畑

5 埼玉県 所沢市

ふれあい農園

6 埼玉県 所沢市

ベジファームＴＯＭＯ

7 埼玉県 所沢市

三富ライフファーム

8 埼玉県 上尾市

農業王国

9 埼玉県 上尾市

菜園倶楽部

10 埼玉県 草加市

氷川町体験農園 四季菜

11 埼玉県 越谷市

でわ村ガルテン井出農園

12 埼玉県 入間市

ぼくらの農園

13 埼玉県 和光市

のらっこしみず （生活クラブ体験農園）

14 埼玉県 三芳町

三芳町野菜畑劇場

15 埼玉県 三芳町

ピカいち！！のはやし園

16 千葉県 千葉市

農味塾

17 千葉県 市川市

清水菜々園 ほがらか塾

18 千葉県 船橋市

飯島農園

19 千葉県 船橋市

西船橋体験農園 旬菜園

20 千葉県 松戸市

さかい農園内 “青空”

21 千葉県 習志野市

さくら農園 （みらい塾）

22 千葉県 柏市

ジョイ・ファーム岡田

23 千葉県 柏市

四季彩菜クラブ 高妻

24 千葉県 柏市

宝珠

25 千葉県 八街市

ソルファーム まえやま

26 東京都 世田谷区

羽根木体験農園

27 東京都 世田谷区

千歳台体験農園

28 東京都 世田谷区

桜丘体験農園

29 東京都 世田谷区

うえっぱら体験農園

30 東京都 世田谷区

のらっこ あきる野 （生活クラブ体験農園）

31 東京都 杉並区

井草体験農園

32 東京都 杉並区

今川体験農園

33 東京都 練馬区

緑と農の体験塾

34 東京都 練馬区

大泉 風のがっこう

35 東京都 練馬区

田柄すずしろ農園

36 東京都 練馬区

イガさんの畑

関 東
No.

所在

農 園 名

37 東京都 練馬区

みやもとファ－ム農業体験塾 野菜教室

38 東京都 練馬区

学田体験農園

39 東京都 練馬区

石泉愛らんど

40 東京都 練馬区

緑の散歩道

41 東京都 練馬区

どろんこ・わぁるど

42 東京都 練馬区

井頭体験農園

43 東京都 練馬区

百匁の里

44 東京都 練馬区

楽農くらぶ

45 東京都 練馬区

南大泉やさい村

46 東京都 練馬区

農の詩

47 東京都 練馬区

旬感倶楽部

48 東京都 練馬区

あーばんあぐりぱーく 石神井台

49 東京都 練馬区

関町グリーンガーデン

50 東京都 足立区

高野ファーム

51 東京都 足立区

中郷体験農園

52 東京都 足立区

皿沼ファーム

53 東京都 葛飾区

大春農園

54 東京都 葛飾区

中村農園

55 東京都 江戸川区

ファーム・スウィート・ファーム

56 東京都 八王子市

ユギムラ牧場

57 東京都 立川市

とちの木農園

58 東京都 立川市

とのがや おかず畑

59 東京都 立川市

立川ひまわり農園

60 東京都 立川市

森の食農学校 スマイル農園

61 東京都 立川市

太陽農園

62 東京都 武蔵野市

野菜塾さかい村

63 東京都 青梅市

並木農園

64 東京都 府中市

市村体験農園

65 東京都 府中市

馬場体験農園

66 東京都 昭島市

伊藤農園

67 東京都 昭島市

玉川農園

68 東京都 昭島市

中野農園

69 東京都 昭島市

緑町やさい畑

70 東京都 調布市

国領元気村・国領５丁目の畑

71 東京都 調布市

深大寺ときめきの郷

72 東京都 調布市

体験ファームあい菜飛田の里

73 東京都 町田市

木曽体験ファームグリーンズ
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74 東京都 町田市

森野ファーム・渋谷

75 東京都 町田市

サンフィール・楽園

76 東京都 町田市

本町田河原農園

77 東京都 町田市

大地の恵み 南町田農園

78 東京都 町田市

千都の杜クレインファーム

79 東京都 町田市

ななくに農園

80 東京都 町田市

のらっこ おいぬま （生活クラブ体験農園）

81 東京都 小金井市

たかはしﾌｧｰﾑ (しんせん野菜耕房）

82 東京都 小平市

学習型体験農園 みのり村

83 東京都 小平市

体験塾「畑のおじさん」

84 東京都 小平市

華農園

85 東京都 日野市

岸野農園

86 東京都 日野市

高齢者農業体験農園 石坂ファームハウス

87 東京都 日野市

コバサン農園

88 東京都 東村山市

大地のめぐみ

89 東京都 東村山市

野菜工房 自然塾

90 東京都 東村山市

金子農園

91 東京都 東村山市

小山農園

92 東京都 東村山市

加藤ふれあい農園

93 東京都 国分寺市

青空農園

94 東京都 国分寺市

ふれあい体験農園

95 東京都 国分寺市

長ちゃんのはたけ

96 東京都 国分寺市

みどり農園

97 東京都 国分寺市

花咲く街農園

98 東京都 国分寺市

恋ヶ窪ふるさと体験農園

99 東京都 国立市

北島農業体験農園

100 東京都 狛江市

青空農園 箕和田の里

101 東京都 狛江市

ふれあい農園多摩川の里

102 東京都 東大和市

やすじぃの農園

103 東京都 清瀬市

畑の仲間 清瀬

104 東京都 東久留米市

滝山農業塾

105 東京都 多摩市

多摩有機農法塾

106 東京都 多摩市

ふれあいファーム

107 東京都 稲城市

加藤ナーセリー

108 東京都 羽村市

神明台やさい畑

109 東京都 西東京市

トミー倶楽部

110 東京都 西東京市

きたっぱら

111 東京都 西東京市

ファーマーズＴ

中 部 ・ 近 畿 ・ 四 国 ・九 州
No.

所在

農 園 名

112 静岡県 静岡市

農といのちの自然塾

113 静岡県 焼津市

まつのき農園

114 三重県 松阪市

竹林まちづくり農業体験農園

115 京都府 京都市

すこやか嵯峨野ファーム

116 京都府 京都市

すこやかファームおとわ

117 京都府 京都市

あぜなみ

118 大阪府 岬町

Ｏｐｅｎ Hａｒｖｅｓｔ岬やまびこ農園

119 和歌山県 和歌山市

鳴神ファーム／青空ファーム

120 和歌山県 和歌山市

大田ファーム

121 和歌山県 和歌山市

梅原ファーム

122 香川県 高松市

ぴょんぴょん畑

123 香川県 高松市

ゆめファーム

124 福岡県 北九州市

合馬健幸畑

125 福岡県 北九州市

愛菜塾

126 福岡県 福岡市

ファーム博多

127 福岡県 久留米市

すえつぐ自然農園 農業体験農園べじらんど

128 福岡県 柳川市

つくし体験農園

129 福岡県 筑後市

さいたえん

130 福岡県 筑紫野市

はちみつファーム

131 福岡県 宗像市

元気村

132 福岡県 久山町

久山ファーム体験農園 オルト久山

133 福岡県 粕屋町

酒殿体験農園 楽生

134 福岡県 桂川町

あおむし畑 嘉穂体験農園

