
○ 観光農園 令和２年11⽉時点
名称 所在地 品名 時期

⻤塚望岳園ファーム ⿅児島市五ケ別府 みかん、栗
みかん10⽉下旬〜12⽉中旬，栗
８⽉下旬〜10⽉下旬

新保果樹園 ⿅児島市五ケ別府 みかん,サツマイモ 10⽉上旬〜12⽉上旬

上村みかん農園 ⿅児島市中⼭ みかん 10⽉下旬〜11⽉中旬

川路ぶどう園第1農園 ⿅児島市⽝迫町 ぶどう ８⽉上旬〜１０⽉中旬

川路ぶどう園第2農園 ⿅児島市⼩野町 ぶどう ８⽉上旬〜１０⽉中旬

谷⼭ブドウ園 ⿅児島市⻄俣町 ぶどう(巨峰) ８⽉〜９⽉

⻤塚望岳園 ⿅児島市五ケ別府 みかん 10⽉中旬〜11⽉下旬

吉原果樹園 ⿅児島市東桜島町 びわ、みかん
びわ（4⽉下旬〜5⽉下旬）
みかん（9⽉下旬〜12⽉下旬）

オレンジパーク串良 ⿅屋市串良町有⾥8085 極早生温州みかん ９⽉上旬〜12⽉末

⼭下農園 ⿅屋市串良町永野 極早生温州みかん ９⽉上旬〜12⽉末

⿊⽻⼦観光農園 ⿅屋市吾平町 落花生 ７⽉中旬〜８⽉上旬

⿊⽻⼦観光農園 ⿅屋市吾平町 スイートコーン ６⽉

⿊⽻⼦観光農園 ⿅屋市吾平町 いちご 12⽉下旬〜５⽉上旬

⿊⽻⼦観光農園 ⿅屋市吾平町 ぶどう ８⽉中旬〜９⽉中旬

⿊⽻⼦観光農園 ⿅屋市吾平町 ブルーベリー ７⽉下旬〜８⽉下旬

笠⼭観光農園 阿久根市 あじさい ６⽉

農園ガーデン空 阿久根市多田454-2 いちご 12⽉下旬〜５⽉上旬



名称 所在地 品名 時期

⼭門ぶどう園 出水市 ぶどう ７⽉下旬〜９⽉

大川内ぶどう園 出水市 ぶどう ７⽉下旬〜９⽉

⼩野観光ぶどう園 出水市 ぶどう 8⽉上旬〜9⽉中旬

さつま観光ぶどう園 出水市 ぶどう 7⽉下旬〜10⽉上旬

竹﨑農園 出水市 みかん 10⽉中旬〜1⽉中旬

ファームランド豊 指宿市⼭川岡児ケ水
イチゴ・スナップ
エンドウ・そら豆

１⽉〜４⽉

マンゴーの森
指宿市⼭川岡児ヶ水
1332-4

パッション ６⽉〜８⽉

マンゴーの森
指宿市⼭川岡児ヶ水
1332-4

マンゴー ５⽉〜８⽉

井手農園 指宿市⼭川成川 いちご １⽉〜４⽉

⼭川フルーツランド 指宿市⼭川福元 マンゴー ６⽉〜10⽉

迫田ぶどう園 指宿市開聞仙田 ぶどう(巨峰等) ８⽉上旬〜９⽉下旬

かいもん⼭麓ふれあい公園 指宿市開聞十町2626 さつまいも 10⽉中旬〜11⽉下旬

木場谷観光農園 薩摩川内市⻘⼭町 ぶどう ８⽉

伊地知ぶどう園 薩摩川内市樋脇町 ぶどう(巨峰) ８⽉〜９⽉

高原ぶどう園 薩摩川内市樋脇町 ぶどう(巨峰) ８⽉〜９⽉

徳田ぶどう園 薩摩川内市樋脇町 ぶどう(巨峰) ８⽉〜９⽉

田代ぶどう園 薩摩川内市樋脇町 ぶどう(巨峰) ８⽉〜９⽉

鳥越ぶどう園 薩摩川内市樋脇町 ぶどう(巨峰) ８⽉〜９⽉



名称 所在地 品名 時期

休徳ぶどう園 薩摩川内市樋脇町 ぶどう(巨峰) ８⽉〜９⽉

高砂ぶどう園 薩摩川内市樋脇町 ぶどう(巨峰) ８⽉〜９⽉

きんかんの⾥ふれあい館市⺠農園(貸し農園)
薩摩川内市入来町浦之名
52647

四季野菜 通年

観光なし園(５箇所) 薩摩川内市東郷町内 なし(幸水等) ８⽉上旬〜９⽉下旬

観光ぶどう園(51箇所) 薩摩川内市東郷町内 ぶどう(巨峰) ７⽉下旬〜９⽉上旬

観光いちご園 薩摩川内市東郷町内 とよのかいちご ２⽉上旬〜５⽉下旬

観光もぎとり園
薩摩川内市祁答院町藺牟
田

ぶどう ８⽉〜９⽉

観光もぎとり園 薩摩川内市祁答院町上手 なし ８⽉〜９⽉

下茂はるか農園
日置市東市来町湯田
6242

ぶどう ７⽉下旬〜８⽉上旬

大庭ぶどう園
日置市東市来町湯田
5852-5

ぶどう ７⽉下旬〜８⽉上旬

かんとりぃぱぁく
日置市東市来町湯田
4795-1

ぶどう ７⽉下旬〜８⽉上旬

下茂満徳観光ぶどう園
日置市東市来町湯田
4253-1

ぶどう ７⽉下旬〜８⽉下旬

赤崎農園
日置市東市来町湯田
5481

ぶどう ７⽉下旬〜８⽉上旬

つとむじいグレープの森
日置市東市来町湯田
4800-1

ぶどう ７⽉下旬〜８⽉上旬

下茂観光ぶどう園
日置市東市来町湯田
4814-1

ぶどう ７⽉下旬〜８⽉上旬

重水観光農園 日置市東市来町養⺟ ぶどう ７⽉下旬〜８⽉上旬

東峯農園
日置市東市来町湯田
5709-1

みかん 10⽉中旬〜11⽉下旬

下茂義昭農園
日置市東市来町湯田
6934-4

みかん 10⽉中旬〜11⽉下旬



名称 所在地 品名 時期

⽚平観光農園（養⺟ハウス）
日置市東市来町養⺟
3054-9

いちご １⽉〜５⽉下旬

都市農園交流施設｢チェスト館｣ 日置市伊集院町竹之⼭ いちご １⽉〜５⽉

ドラゴンフルーツ園
日置市東市来町湯田
5826-1

ドラゴンフルーツ ８⽉〜11⽉

⽚平観光農園（美⼭ハウス）
日置市東市来町美⼭
2227

いちご １⽉〜５⽉下旬

上野農園 曽於市大隅町⽉野1445 ぶどう ８⽉上旬〜８⽉下旬

上野農園 曽於市大隅町⽉野1445 なし ８⽉上旬〜11⽉中旬

上野農園 曽於市大隅町⽉野1445 マンゴー ６⽉〜７⽉

上野農園 曽於市大隅町⽉野1445 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ ６⽉中旬〜７⽉下旬

上野農園 曽於市大隅町⽉野1445 ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾙｰﾂ ６⽉中旬〜11⽉下旬

メルヘン農園（有）
曽於市大隅町岩川5106-
３

マンゴー ６⽉〜８⽉上旬頃

メルヘン農園（有）
曽於市大隅町岩川5106-
３

ライチ ６⽉〜７⽉頃

メルヘン農園（有）
曽於市大隅町岩川5106-
３

メルヘンスイート
塩蜜いも

10⽉〜４⽉頃

国分観光農園 霧島市 いちご 11⽉下旬〜5⽉上旬

国分観光農園 霧島市 すいか 7⽉中旬〜8⽉初旬

国分観光農園 霧島市 ぶどう 7⽉下旬〜9⽉下旬

国分観光農園 霧島市 なし ８⽉上旬〜10⽉下旬

国分観光農園 霧島市 くり 9⽉下旬〜10⽉下旬

国分観光農園 霧島市 みかん 10⽉下旬〜12⽉中旬



名称 所在地 品名 時期

国分観光農園 霧島市 ブルーベリー 7⽉中旬〜8⽉上旬

溝辺観光農園 霧島市 ぶどう 7⽉下旬〜9⽉下旬

溝辺観光農園 霧島市 なし 8⽉上旬〜10⽉下旬

池之上果樹園 いちき串木野市 みかん 10⽉〜11⽉

木場農園 いちき串木野市大⾥ いちご 12⽉上旬〜５⽉上旬

松﨑農園 いちき串木野市大⾥ みかん 10⽉〜11⽉

武田果樹園 いちき串木野市生福 みかん 10⽉〜11⽉

池之上果樹園 いちき串木野市生福 うめ 5⽉下旬〜

内田果樹園 いちき串木野市生福 うめ 5⽉下旬〜

生野農園 いちき串木野市荒川 ブルーベリー 6⽉中旬〜7⽉下旬

楮⼭マリ⼦ぶどう園 いちき串木野市生福 ぶどう 7⽉下旬〜8⽉下旬

福薗果樹園 いちき串木野市生福 ぶどう 7⽉下旬〜8⽉下旬

いちごハウス木場 いちき串木野市大⾥ いちご 12⽉上旬〜5⽉上旬

るぴなす観光農園 南さつま市 みかん 10⽉上旬〜11⽉上旬

るぴなす観光農園 南さつま市 きんかん ２⽉上旬〜２⽉下旬

るぴなす観光農園 南さつま市 ぶどう(ﾃﾞﾗｳｪｱ) ６⽉上旬〜７⽉上旬

るぴなす観光農園 南さつま市 巨峰 ７⽉下旬〜８⽉中旬

⾦峰ぶどう園 南さつま市⾦峰町大坂 ぶどう(巨峰) ８⽉上旬〜９⽉上旬



名称 所在地 品名 時期

加世田観光農園
志布志市松⼭町
新橋1721

いちご 12⽉上旬〜４⽉下旬

農Lifeいちごの村
志布志市松⼭町尾野⾒
3098

いちご 12⽉上旬〜４⽉下旬

前田いちご園 知覧町永⾥3319-2 いちご 12⽉〜５⽉上旬

薗田農園 川辺町神殿 お茶,みかん 11⽉

中堂園果樹園 川辺町野間 みかん 11⽉

川辺Ｋ観光農園 川辺町永田4069 いちご １⽉下旬〜５⽉上旬

浜田梨園 伊佐市 梨 ６⽉〜８⽉

ブルーベリーつみとり観光農園 伊佐市 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ７⽉〜８⽉

川畑ぶどう園 さつま町⼭崎 ぶどう ８⽉〜９⽉

福岡観光農園 さつま町広瀬 ぶどう ８⽉〜９⽉

久留ぶどう・きんかん園 さつま町二渡 ぶどう・きんかん ８⽉〜９⽉

大蔵果樹園 さつま町平川 ぶどう・なし ８⽉〜９⽉

池⼭ぶどう園 さつま町広瀬 ぶどう ８⽉〜９⽉

よしたか農園 さつま町⻁居
マンゴー・みか
ん・パッションフ
ルーツ

８⽉〜１０⽉

泊野観光たけのこ園 さつま町泊野 たけのこ ３⽉〜４⽉

祝迫果樹園 さつま町広瀬 マンゴー，みかん ５⽉〜１２⽉

愛甘園 さつま町甫⽴原 なし,ぶとう ７⽉下旬〜９⽉上旬

みつこ農園 さつま町新生団地
マンゴー，パッ
ションフルーツ

４⽉〜８⽉



名称 所在地 品名 時期

ゆきずみ苺園 さつま町新生団地 いちご ２⽉〜５⽉

アヤゾノぶどう園 さつま町 ぶどう ８⽉〜９⽉

栗野岳ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ園 湧水町栗野岳 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ７⽉〜８⽉

荒川農園 湧水町 ぶどう、なし ８⽉〜９⽉中旬

さつまドリームファーム 湧水町 ブルーベリー ７⽉〜８⽉

安田農園ふれあい市場 大崎町神領2376-2
マンゴー･トマト･
いちご

通年

花瀬観光農園 錦江町田代川原花瀬 ぶどう ８⽉

⻄原・中之原地区観光農園 南大隅町根占 彼岸花 ９⽉中旬〜９⽉下旬

⼭下農園 肝付町後田 ぶどう 7⽉下旬〜9⽉上旬

ふれあい農園(貸し農園) 中種⼦町野間 野菜・花等 通年

大和観光農園 南種⼦町⻑谷
たんかん･びわ･ﾏﾝ
ゴ

２⽉〜９⽉

シャロン農園 与論町茶花1994-1 マンゴー ７⽉〜８⽉

シャロン農園 与論町茶花1994-1 ドラゴンフルーツ 12⽉〜４⽉

シャロン農園 与論町茶花1994-1 ドラゴンフルーツ ６⽉〜11⽉

シャロン農園 与論町茶花1994-1 スターフルーツ 12⽉〜３⽉

シャロン農園 与論町茶花1994-1 ハーブ


