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フラットな地形を生かした7,000ヤード超の本格的な
チャンピオンコース。
100ヤード15打席の練習場も完備◎

千葉県大網白里市
季美の森南 2丁目 49

営業時間　6:30~18:00　　
定休日　　なし
TFGから車で 3分（1.9km）

❶ 季美の森ゴルフ倶楽部

舟形風呂やピーナッツ型のお風呂などユニーク
なお風呂が完備されているスーパー銭湯。
露天風呂・サウナの他に休憩処・食事処もあり！

千葉県東金市山田
                1155-1

営業時間　10:00~24:00　　
定休日　　第 3木曜日
TFGから車で 5分（2.9km）

❸ みきの湯

Tourist Spot    KIMINOMORI

各施設紹介

施設をクリックするとHPへ移動します

坂口憲二さんが立ち上げた焙煎所。
高品質の「スペシャルティコーヒー」と言われる豆を
焙煎しています。こちらの焙煎所では、コーヒー豆や
Tシャツ・マグカップなどのグッズあります。

千葉県大網白里市駒込
                      179-10
営業時間　
（平日）11:00~18:00
（土日）10:00~18:00　　
定休日
お問い合わせください。

TFGから車で11分（5.7km）

❾ The Rising Sun Coffee オススメ!

ロングボードプロサーファー島尻祐子さんが
手がけるオルタナティブ系サーフショップ。
お洒落な彼女の大好きなもので
埋め尽くされています。

千葉県大網白里市駒込
                      179-10

営業時間　12:00~18:00
定休日　　木・金曜日
TFGから車で 11分（5.7km）

❽ BONS casa de verano オススメ!

古民家で
アンティーク食器や家具で埋め尽くされている
店内ではエサレンやセラピーも受けられるのも魅力。

千葉県大網白里市金谷郷
                     　     2569  

営業時間・定休日
お問い合わせください。

TFGから車で 5分（2km）

❷ miles.antiques オススメ!

https://www.tokyu-golf-resort.com/kimi/
http://www.mikinoyu.com/
https://www.therisingsuncoffee.com/
https://www.bons-ca.com/
https://www.instagram.com/miles.antiques/?hl=ja


メディアでもたびたび紹介されている人気のお店。
あられちゃん家。美味しく楽しいあられやおかき、
お煎餅の専門店です。

11 あられちゃん家
千葉県茂原市萱場
2244-1
株式会社三真千葉工場内

営業時間　9:00~16:00　　
定休日　　なし
TFGから車で19分（11.1km）

千葉市にある東京ドーム約23個分の広さを誇る
総合公園です。季節ごとにたくさんの植物や
生き物を見ることができます。

千葉市緑区土気町 34

営業時間　8:30~17:30
TFGから車で 10分（5.7km）

❼ 昭和の森

テレビでも紹介されたことのある人気のかき氷
専門店。インスタ映え間違いなしの特製かき氷
をぜひとも一度ご賞味あれ！

千葉県八街市山田台 225

営業時間　
（平日）11:00~18:00
（土日）10:00~18:00
定休日　　木曜日
TFGから車で 7分（4km）

❺ Cafe ロビンソン

愛犬と楽しむ日本最大級の複合型リゾート。
ドッグランやプールを日帰りや泊まりで！

千葉県八街市小谷流 624

営業時間　9:00~19:00　　
定休日　　なし
TFGから車で18分（11km）

10ドギーズアイランド

おいしいイチゴを育てるための栽培環境や肥料に
こだわって丁寧に作られたイチゴを直売所で購入す
ることができる。

千葉県東金市台方 2075

営業時間・定休日
お問い合わせください。

TFGから車で 8分（4.6km）

❻ ユカルヒ農園❹ 大網グリーンゴルフ

自然の地形を巧みに生かした林間ショートコース。
充実の魅せる本格９ホール。
練習場やレストランも充実！

千葉県大網白里市大竹
　　　　　　　270-1

営業時間　8:00~22:00　　
定休日　　なし
TFGから車で 7分（4km）

http://ggolf.sakura.ne.jp/
https://www.instagram.com/robinson_yachimata/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/yukaruhifarm/
https://www.showanomori.jp/
https://doggys-island.jp/
https://www.mochikoubou.jp/home


希少品種も含め15品種程のイチゴを栽培する苺園。
イチゴ狩りで3~4品種の食べ比べが可能！直売所と
イチゴ狩りハウスでは、手作りイチゴジャムやプリンな
どひと味違う加工おみやげの取扱いも！

千葉県山武市湯坂 344

営業時間・定休日
お問い合わせください。

TFGから車で 23分（12km）

14 相葉苺園

日本最大級の砂浜海岸。全域が千葉県立九十九里自然公園に
指定されており、日本の白砂青松100選、日本の渚百選に選定も！

16 九十九里浜
TFG から車で26分（16.6km）

150~200種のハーブを栽培しており、季節ごとに
楽しんでいただけます。ハーブ園やハーブ畑の他に
もハーブショップやレストラン、ドッグランなどの施設
も充実。

17 九十九里ハーブガーデン
千葉県山賊郡九十九里町
片貝 4477 番地

営業時間　10:00~18:00　　
定休日　　火曜日
TFGから車で 27分（17km）

こだわりと人気の10品種を選定。3棟ずつ交互に
イチゴ狩りができるようになっているため、3種類以上
の食べ比べが可能に！味の違いをご堪能あれ。

15 窪原苺園
千葉県山武市成東 734-3

営業時間・定休日
お問い合わせください。

TFGから車で 23分（13km）

みはし陶芸教室ではろくろ体験や絵付け体験、
手びねり体験などが行えます。器のオーダーメイド
も取り扱っています。

千葉県東金市家之子
　　　　　　484-9

営業時間　10:00~21:00　　
定休日　    水曜日
TFGから車で19分（11.7km）

12 民芸みはし

ガラス制作体験・見学（※現在は休止中）ができる
ガラス工房。工房の他にもお食事、飲食スイーツ
などを堪能できるカフェやファクトリーショップが併設。

千葉県山賊郡
九十九里町藤下 797

営業時間　9:00~18:00　　
定休日　　なし
TFGから車で19分（12km）

13 菅原工芸硝子

https://www.mingeimihashi.com/home
https://www.sugahara.com/
https://aiba-15.com/access.html
https://www.kubohara.com/
https://99kankou.com/
https://www.herb-cool.com/


レジャー乗馬からレイニングを中心としたスポーツ
馬術まで、ウエスタン乗馬を気軽に幅広く楽しめる。
初心者レッスンから競技志向のライダーまでスキル
アップをしっかりサポート！

19 乗馬クラブサンシャインステーブルス
千葉県山賊郡九十九里町
作田 5610/

営業時間　9:00~17:00　　
定休日　　なし
TFGから車で29分（23.1km）

海水浴とビーチコーミングが楽しめる広い砂浜の海岸。
軽食を提供する飲食店があります。

18 白里海岸
千葉県大網白里市南今泉
　　　　　　　  4881-1

TFGから車で22分（18.2km）

千葉県No.1サーキットです。2つのサーキットを
保有するモータースポーツ施設で、子供から
大人まで楽しめます。

20 茂原ツインサーキット
千葉県茂原市台田 640

営業時間　8:00~18:00　　
定休日　　年末年始のみ
（コースメンテナンス日は除く）

TFGから車で 28分（30.3km）

https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000001588.html
https://www.sunshine-st.com/
http://www.mobara-tc.com/



