みとろ観光果樹園と隣接して、
みとろフルーツパークがあります。
みとろフルーツパーク

歩

きながら大自然を満喫
加古川市ウォーキングセンター
Walking Center

ウォーキングセンターは、ウォーキングコース
「ふるさと自然のみち」を結ぶ拠点として、自然
のみちの利用者に地域の自然情報などを提供す
るとともに、利用者の休憩や更衣スペース等の
利用機能を備えた施設です。
まずは、一度立ち寄ってみてください。
また、自然学習会や展示会などで研修室や展示
ホールを使用されるときは前日までに電話で予
約してください。

Mitoro Fruit Park

開館時間

午前9時から午後5時まで

休 館 日

年末年始（12月29日から1月3日）のみ

ウォーキングセンターへのお問い合わせは

079−428−0930

加古川北I.C

自然学習会や展示会などで研修室や展示
ホールを使用されるときは前日までにお電話
（左記載）で予約してください。
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ご希望の方は下記のような材
料もご用意致します。

料

交 通 案 内

Restaurant「Tsutsuji」

Barbecue Garden

無

●JR利用の場合／ JR神戸線加古川駅下車 タクシーで約15分
JR加古川線厄神駅下車 タクシーで約5分
●マイカー利用の場合／ 東播磨南北道路 八幡稲美出口から車で約5分
山陽道 三木・小野I.Cから車で約10分
山陽道 加古川北 I.Cから車で約20分

喫茶はもちろん、とれたての
作物も販売しております。
是非一度お越しくださいませ。

バーベキューガーデン

入 場 料

みとろ荘

喫茶つつじ

エントランスホール（展示ホール）、図書コーナー、研修室（２室）
トイレ、シャワー室、管理事務室

至加西

加 古 川 市 北 部 にある みとろ
フルーツパークは、ガラス温室
（クリスタルアーチ）、観光農園、
バーベキューガーデンなどが
あり、観光農園では野菜のもぎ
取り体験やいも掘りが楽しめる
施設です。
みとろフルーツパークの入場と
駐車場は無料（但し観光農園と
喫茶は有料）となっており、気
軽に訪れることのできる緑地公
みとろフルーツパークのガラス温室
園になっています。
〈クリスタルアーチ〉

館内施設

果 物 を たっぷ り 味 わ え る 観 光 果 樹 園

びごころ満載! 充実した施設

加 古 川の水 と 太 陽の恵 み
おいしい空 気 と 新 鮮 な旬のフルーツを 召 し上 がれ！

遊

至岡山

■周辺施設のご案内

●お車でお越しの場合

●みとろ苑 車で約5分
●みとろ荘 車で約3分
●加古川ゴルフ倶楽部 車で約2分
●平荘湖 車で約10分
●白雲谷温泉ゆぴか 車で約5分

●加西フラワーセンター 車で約25分
●国宝 鶴林寺 車で約25分
●姫路セントラルパーク 車で約30分
●浄土寺 車で約20分
●一乗寺 車で約20分

Mitoro Fruit Farm

●バーベキューのご予約などのお問い合わせはコチラ

受付時間：10：00〜18：00（月〜金）
9 ：00〜18：00（土日祝）

079−428−1113

みとろ観 光 果 樹 園
農事組合法人 みとろ生産組合

加古川市上荘町見土呂835−4
TEL.FAX.079−428−2133 http：//www. mitoro. jp

■営業時間／午前9時〜午後4時30分■
無料駐車場 250台

みとろ観 光 果 樹 園

■うめジャム

うめの酸味とほのかな
甘みを味わって下さい。

梅

●豆知識

応じて、すもも・ぶどう狩り・栗拾い・

■すももジャム

ができる観光果樹園です。

●豆知識
すももの酸味は大部分が
リンゴ酸。
肉体疲労やストレスで、で
きる疲労物質の「乳酸」を
減少させることが、知られ
ています。

■ぶどうジャム

ぶどうの甘味と香りと味が
口いっぱいに広がります。
ぶどうの果皮に、抗酸化作
用が注目されるポリフェノ
ールが多く含まれていま
す。
みとろのぶどうジャムで、
ポリフェノールをたくさん
摂取できます。

■かきジャム
柿の甘味と香りと味が口いっぱいに広がります。
●豆知識
柿にはビタミンCが多く含
まれ、美容と健康に良いと
いわれています。

みとろ観光果樹園の豊かな大地で
育まれた四季折々の自然の恵みの中から
4種類の厳選された材料をふんだんに
使用し素材にこだわり︑ひとつひとつ
丁寧に心を込めて仕上げています︒

●豆知識

すもも狩り

オリジナル

すももの甘さと爽やかな酸味を味わってみて下さい。

ジャム

柿狩りなどの味覚狩りを楽しむこと

●又、当園で加工した添加物なしの
漬梅も大変喜ばれています。
予約注文お待ちしています。

観光果樹園

当園は、自然を楽しみながら季節に

●直売をしていますのでご利用下さい。
ひょうごブランド商品
︵Eマーク︶
・ひょうご認証食品
︵Hマーク︶
の認証商品

うめの酸味の大部分はク
エン酸。
体内でのエネルギー代謝
を活発にし、疲労物質の
分解を促進する働きがあ
ります。

メスレー・大石早生
直接もぎ取り食べ放題

●持ち帰り分は別に精算
●すもも狩りは6月下旬〜7月中旬
●サンタローザー、
ソルダムの直売も
しています。

●開園期間/6月下旬〜7月下旬

ぶどう狩り
デラウェアー、ベリーA
直接もぎ取り食べ放題
●持ち帰り分は別に精算
●ヒムロット、巨峰、
ピオーネの直売も
しています。
●収容最大

1,000人 /日

●開園期間/7月下旬〜9月中旬

栗ひろい
丹沢、筑波、銀寄の拾い集め、
拾い取り自由

みとろ観光果樹園収穫スケジュール
冬
1月

2月

1月中旬〜

3月

春
4月

6月
5月下旬〜 6月下旬

3月中旬

観

5月

夏
7月

梅

青

4月上旬〜中旬

すももの花見

梅

6月下旬〜7月下旬

すもも

8月

9月

秋
10月

11月

7月下旬〜9月中旬

10月下旬〜11月下旬

ぶどう

か き

●持ち帰り分は別に精算
●収容最大 1,000人 /日

冬
12月

8月下旬〜10月中旬

く り

●開園期間/8月下旬〜10月中旬

かき狩り
富有柿、直接もぎ取り食べ放題
●持ち帰り分は別に精算
●太秋・早秋の直売もしています。
●開園期間/10月下旬〜11月下旬

●観光果樹園への
お問い合わせはコチラ

079−428−2133

果実のお問いあわせ、
その他不明点ありましたら遠慮なく
ご連絡ください。
受付時間：午前9：00〜午後4：30

入園料の団体割引は30名様以上で1割引!

