
写真はイメージです。季節、天候、作柄によって食事内容、味
覚狩り内容が変わる場合がございます。本企画書の商品は15
名様以上からの対応とさせて頂きます。さくらんぼ狩りセット
は3歳～未就学児は550円税込引きとなります。8月中旬～8月
下旬のぶどう狩り食べ放題の品種はデラウェア、又はバッファ
ローとなります。果物狩りの食べ放題は30分となります。　

●田舎ちらし　●海老天入りサラダうどん　●鶏照の甘ダレ和え
●山菜ホタテ　●ところてん　●煮物3点（舞茸、茄子、しし唐）
●胡瓜の漬物　●まるごと椎茸煮
●デザート（メロン、グレープフルーツ、オレンジ）

●田舎ちらし　●茄子天入りサラダうどん　●山菜ホタテ
●ところてん　●胡瓜の漬物　●まるごと椎茸煮
●デザート（オレンジ2切）

お 品 書 き

お 品 書 き

1,800円6月～9月
お食事単品

（税込）

1,200円6月～9月
お食事単品

（税込）

さくらんぼ狩りセットさくらんぼ狩りセット
30分入園食べ放題

6月上旬～7月中旬3,600円（税込）
もも狩りセットもも狩りセット
試食+2個もぎ取り土産

7月中旬～9月上旬2,732円
（※内972円税込は軽減税率対象）

（税込）

ブルーベリー狩りセットブルーベリー狩りセット
30分入園食べ放題

7月上旬～8月中旬2,000円（税込）

ぶどう狩りセットぶどう狩りセット
30分入園食べ放題

8月中旬～8月下旬2,500円（税込）

お得

お得

（※内540円税込は軽減税率対象）

野菜狩りセット野菜狩りセット
フルーツトマト3個+きゅうり3本+なす3本収穫

7月中旬～8月下旬2,000円（税込）

さくらんぼ狩りセットさくらんぼ狩りセット
30分入園食べ放題

6月上旬～7月中旬

2,900円（税込）
野菜狩りセット野菜狩りセット 7月中旬～8月下旬

1,400円
ぶどう狩りセットぶどう狩りセット
30分入園食べ放題

8月中旬～8月下旬

1,900円

もも狩りセットもも狩りセット
試食+2個もぎ取り土産

7月中旬～9月上旬

1,962円（税込）
（※内972円税込は軽減税率対象）

（※内540円税込は軽減税率対象）

ブルーベリー狩りセットブルーベリー狩りセット
30分入園食べ放題

7月上旬～8月中旬

1,400円（税込）

（税込）（税込）

お得

フルーツトマト3個+
きゅうり3本+なす3本収穫

●田舎ちらし　●茄子天入りサラダうどん　●山菜ホタテ　
●きのこのお造り　●茄子の素揚げ　●胡瓜の漬物　●まるごと椎茸煮
●デザート（メロン、グレープフルーツ、オレンジ）

お 品 書 き

1,400円6月～9月
お食事単品

（税込）

さくらんぼ狩りセットさくらんぼ狩りセット
30分入園食べ放題

6月上旬～7月中旬

3,100円（税込）
野菜狩りセット野菜狩りセット 7月中旬～8月下旬

1,600円
ぶどう狩りセットぶどう狩りセット
30分入園食べ放題

8月中旬～8月下旬

2,100円

もも狩りセットもも狩りセット
試食+2個もぎ取り土産

7月中旬～9月上旬

2,182円（税込）
（※内972円税込は軽減税率対象）

（※内540円税込は軽減税率対象）

ブルーベリー狩りセットブルーベリー狩りセット
30分入園食べ放題

7月上旬～8月中旬

1,600円（税込）

（税込）（税込）

フルーツトマト3個+
きゅうり3本+なす3本収穫

お得 お得

お得

期間限定：7/15～8/20

自家製ピザ・パン・野菜
などをメインとした
ナチュラルバイキング

高原
バイキ

ング高原
バイキ

ング
約40種類約40種類

制限時間

40分
制限時間

40分

コース
番号1

22

1,800円（税込）

群馬県／沼田市

TEL.0278-22-3991
FAX.0278-23-0495

〒378-0002
群馬県沼田市横塚町1294
MAIL web-master@harada-nouen.com

期間／2023年

▶▶▶6月 9月 夏から秋のお得な３コース夏から秋のお得な３コース

夏 Cコース
コース番号361

Aコース
コース番号359

夏 Bコース
コース番号360

夏



ティータイム

30分入園食べ放題

6月25日～7月10日2,200円（税込）

9月15日～10月10日

4,252円（税込）

食べ放題＆お土産1kg

6月15日～7月7日

コース番号736+M060

わわ ぱぱんん くく大冒険！大冒険！

紅秀峰狩り 野菜詰め放題さくらんぼ食べ放題30分
+1㎏土産

大玉で実も締まり、しっ
かりとした食べ応えで
後味も爽やか、色も美
しいです。佐藤錦にも
勝るとも劣らない品種
です。糖度20度ほど、甘
み濃厚で酸味少なく多
汁。贈答品として大人気
な高級品種です。

平日限定
企画

コース番号M027 コース番号T798

土日の場合は追加2,200円（税込）

◆品種の指定はできません

（※内3,240円税込は軽減税率対象）

（※内2,052円税込は軽減税率対象）

4,340円（税込） 詰め放題！

4月下旬～11月上旬

◆種類は日替わりです。指定はお受け致しかねます。
◆袋のサイズ17.5ｃｍ×27ｃｍ

（※軽減税率対象）
432円（税込）

330円（税込）

シャインマスカット
皿盛り食べ放題30分+1房狩り

参拝時間 9：00～17：00

自家製アップルパイ
＆ホットコーヒー1杯
昼食時間の10：30～13：30
以外の時間でお申し込み
ください。

【注意】
　原田農園で参拝チケットを
　預かってから向かって下さい。
　青龍山「吉祥寺」へはバスで
　15分程移動となります。

コース番号M794

コース番号364

青龍山「吉祥寺」参拝と旬の味覚狩りセット

さくらんぼ狩りセットさくらんぼ狩りセット
30分入園食べ放題 6月上旬～7月中旬

2,400円（税込）
もも狩りセットもも狩りセット
試食+2個もぎ取り土産 7月中旬～9月上旬

ぶどう狩りセットぶどう狩りセット
30分入園食べ放題 8月中旬～8月下旬

ブルーベリー狩りセットブルーベリー狩りセット
30分入園食べ放題 7月上旬～8月中旬

コース番号M025

野菜狩りセット野菜狩りセット

7月中旬～8月下旬フルーツトマト3個+
きゅうり3本+なす3本収穫

本殿には
ハート形の

猪目窓を
新設!!本殿には
ハート形の

猪目窓を
新設!!

2,620円（税込）
通常

1,400円（税込）
(※内972円税込は軽減税率対応)

1,722円（税込）
通常

1,200円（税込）1,520円（税込）
通常

1,000円（税込）
(※内540円税込は軽減税率対応)

1,180円（税込）
通常

1,000円（税込）1,190円（税込）
通常

2,200円
4月下旬～11月上旬

豚肉
（税込）

野外バーベキュー
コース番号251 2,700円（税込）

3,200円（税込）お食事と体験
2つセットで

3,700円（税込）お食事と体験
3つセットで

お食事と体験
1つセットで

1,100円
4月下旬～11月上旬

制限
時間 分40

（税込）

カレー食べ放題
コース番号254

1,600円（税込）

2,100円（税込）お食事と体験
2つセットで

2,600円（税込）お食事と体験
3つセットで

お食事と体験
1つセットで

単品
単品

A もも狩り（2個もぎ取り土産）
7月上旬～8月末

7月上旬～8月上旬

8月中旬～8月下旬

4月下旬～11月上旬

4月下旬～11月上旬

7月中旬～8月中旬

7月中旬～8月中旬

7月15日～8月10日

B ブルーベリー狩り

C ぶどう狩り

D 野菜狩り

E フルーツパフェづくり体験

F ミニピザづくり体験

G マスつかみ取り体験（1匹塩焼き付）

H カブトムシ採取（オス・メス各1匹）
※Ｈのみ個別で受けられます。他は全員参加の対応となります。

（30分入園
　食べ放題）

（30分入園
　食べ放題）

（とまと・きゅうり
　・なす各3収穫土産）

（生地の直径
　約15ｃｍにトッピング）

体験体験選べる選べる 組み合わせて楽しもう！


