
関東平野一望

　平成28年度の日本ジオパーク認定
を目指して活動している筑波山地域
ジオパーク構想の魅力は、筑波山と
周辺の自然に触れながら、大地と人々
の暮らしのつながりを楽しく学べる
ことです。筑波山梅林では、筑波山
の秀麗な山容をつくる「斑れい岩」
や「花こう岩」
などの岩石や、
「山津波」とよば
れる土石流災害
の特徴を知るこ
とができます。

日時：平成28年3月18日（金）・19日（土）
　　　①10:00 ～　②13:00 ～
募集人数：各15名
　　　　　（15名×計4回の開催予定）
参 加 費：100円（保険代）
申込方法：下記協議会ホームページもしくは
　　　　　広報つくば3月号をご覧ください
問合せ先：筑波山地域ジオパーク推進協議会
　　　　　（つくば市ジオパーク推進室内）
電　　話 ：029-883-1111（代表）
ホームページ：http://tsukuba-geopark.jp/

めざせ！筑波山地域ジオパーク
梅まつりミニジオツアー

筑波山地域を日本ジオパークに！

茨城空港
IBARAKI AIRPORT

●電車をご利用の場合
つくばエクスプレス秋葉原駅より（最速45分）つくば駅下車→直行筑波
山シャトルバス（「つくばセンター（つくば駅)」から約40分）で「筑波山神
社入口」下車→徒歩約5分）
●高速バスをご利用の場合
東京駅より筑波大学・つくばセンター行き「つくばセンター」下車→直行
筑波山シャトルバス（「つくばセンター（つくば駅)」から約40分）で「筑波
山神社入口」下車→徒歩約5分）
●お車をご利用の場合
〔常磐自動車道〕土浦北I.C（下妻・つくば方面）→国道125号線経由→下
妻・つくば方面へ約20kmまたは、パープルラインで約24km
〔北関東自動車道〕桜川筑西I.C（つくば方面）→国道50号→県道41号経
由筑波山方面へ約20km

交通のご案内

筑波山梅まつり
実行委員会事務局

（（一社）つくば観光コンベンション協会内）

☎029-869-8333
〒300-3292　茨城県つくば市筑穂1-10-4
http://www.ttca.jp/

お問い合わせ

●つくば市観光物産課 ☎029-883-1111(代)
●筑波山観光案内所 ☎029-866-1616

筑波山神社は、関東の霊峰「筑波
山」を御神体と仰ぎ、約3千年の歴
史を有する古社。徳川家光によって
寄進された「御神橋」や日光東照
宮よりも早く彫られた「三猿」を有
する日枝神社・春日神社など歴史
ある建造物が建ち並び、荘厳とした
雰囲気を感じることが出来ます。ま
た、縁結び、交通安全、厄除け等
の高い御神徳があり、筑波山自体
がご神体であるため全山がパワース
ポットとして知られています。

つくば市筑波1　☎029-866-0502
http://www.tsukubasanjinja.jp/
梅林から徒歩10分
〔無料周遊バスで筑波山神社前下車〕

世界の犬猫90種500頭が暮らす
ペットのテーマパーク!!人懐っこい
ワンちゃんネコちゃんと触れ合うこと
ができます。ほかにも、ドックレー
スショーやお散歩体験、かわいい
子犬を間近で見る事ができる「子
犬展示館」、ワンちゃんサーカス「わ
んわんドリームショー」も必見です。
2016年は開園20周年を迎えるメモ
リアルイヤー !20周年を記念した特
別なイベントを開催します。

つくば市沼田579　☎029-866-1001
木曜日定休
http://www.sansui.com/wanwan/
常磐道谷田部I.C.より約30分/TXつくば駅より
つくバスで約35分「筑波山口」下車、徒歩10分

16
2016/4/1（金）～ 2016/4/20（水） 2016/4 月下旬～ 5 月中旬

2/11（木）-14（日）
筑波山バレンタインウィーク
2/27（土）-28（日）
ファイナルスターダスト お客様感謝祭り
…乗車料金半額サービス

2016/2/28（日）まで土・日・祝日 17:00 ～ 21:00
※荒天（強風・視界不良・降雪）、元旦（1/1）、
　検査（2/6・7）時は開催中止

専用の安全器具を装着し、樹上のアスレチックにチャレンジ！身長110㎝以上から参加で
きるキャノピーコースは、所要時間１時間目安なので、気軽に体験できます。小学校４年
生からのアドベンチャーコースは、約1000本の梅林上を滑る100mのジップスライドが魅
力。梅まつり期間中はスラックライン・ペン作りも。楽しいスタッフがお待ちしております。

フォレストアドベンチャー・つくば 特別イベント
期間中毎日

◆ スラックライン（綱渡りスポーツ）
・参加料　10分100円（保険料）
※スラックラインとは、低くラインを張り、その
　上を飛び跳ねたり渡ったりするスポーツです。
◆ 梅の枝のペン作り体験
・参加料　1本100円（保険料）
・参加人数　先着200名
※材料は筑波山梅林の剪定枝を使用します。
【お問い合わせ】フォレストアドベンチャー・つくば　9時～ 15時　定休無し（まつり期間中）　※事前予約優先。
　　　　　　　当日空き状況により受付可。つくば市沼田1688　☎090-4755-7800　http://www.fa-tsukuba.com/

つくば、ホンモノ！夢特区
コラボイベント

美しい早春の写真を『夢特区』に投稿して、素敵なプレゼントをゲットしよう。

フックン船長が気に入った写真は、後日
『つくば総合インフォメーションセンター
交流サロン』（BiViつくば内）で展示予定。

期　　間｜2月20日（土）～4月15日（金）
対　　象｜つくば市内で撮影した春の写真
参加方法｜『つくば、ホンモノ！夢特区』で
　　　　　夢特区民になって、写真を
　　　　　投稿するだけ。
特　　典｜抽選でフックン船長から
　　　　　素敵なプレゼントがもらえます。

筑波山梅まつり公式ホームページ

SNSで開花状況をお知らせ!

Facebook Twitter Instagram 
成田空港

NARITA AIRPORT

つくば春の香フォトコンテスト
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お問い合わせ :（一社） つくば観光コンベンション協会  ☎029-869-8333　http://www.ttca.jp/
主催：筑波山梅まつり実行委員会・つくば市・（一社）つくば観光コンベンション協会

秋葉原駅からつくば駅まで最速45分。つくばへお越しの際は をご利用ください。
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◆ 梅茶のサービス…………………… ［毎日・お休み処］
◆ 筑波山名物ガマの油売り口上 …… ［毎日・特設ステージ］
◆ つくば観光大使のお出迎え ……… ［毎週日曜日・園内各所］
◆ 野点茶会（参加料：200円）…… ［毎週日曜日・お休み処隣］

Pepper（ペッパー）のお出迎え
〔期間中毎日・おもてなし館〕

おもてなし館でPepper（ペッパー）が
色々な案内をしてくれるよ!!

3/13（日）

◆三ツ木清隆　◆北条きよ美梅の種を遠くに飛ばせるか？
優勝者には、賞品も!!

梅の種飛ばし選手権!!

受　付：11：00 ～  おもてなし館
参加料：無料
部　門：キング・クイーン・キッズ
※参加方法等、詳細はHPへ

観梅の記念に陶芸体験いかがですか？
梅林隣接の窯元によるイベント開催!!

筑波山おもてなし館　特別イベント

●参 加 料 ：1,500円 《材料・焼代》   
　　　　　　※別途作品送料
●参加人数： 20名（各日）

〔お問い合わせ〕つくばね焼 窯元
つくば市沼田1700-8　☎029-866-2688

　　

3/6（日）

2/20（土）オープニングイベント
◆和太鼓演奏〔常陸乃国ふるさと太鼓〕
◆第20代名人ガマの油売り口上
◆よさこいソーラン〔筑波よさこい連〕

11：00 ～

12：00 ～ 11：00 ～
筑波山の梅酒 青梅 梅シロップ

観梅歌謡ステージ

筑波山梅林の梅の実を使用

陶芸 手びねり体験　〔毎週土曜日〕 ご当地土産品販売　〔毎日〕
・つくばコレクション認証品（一部）
・筑波山名物福来みかん物産品
・農産物の６次産業商品
・梅の商品（梅茶など）　　　等

ふくれ

▼梅まつりを応援してます。

(梅まつり会場隣接)

眺望抜群の店内で自慢の自家製天狗まんじゅうをどうぞ!
名物つくばうどんやつくば茜鶏料理もおすすめ。自家製の柚子味
噌おでんも人気です。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

無料園内循環ワゴン
筑波山梅林の一番の見所

『展望あずまや』までラクラク!!

〔9:00～16:00 ・ 毎日〕

※体の不自由な方・年配の方を優先
※交通事情・気候状況により遅れや運休の場合があります。
※コースが変更になる場合がございます。ご了承ください。

市営第１駐車場  ⇔ 展望あずまや

筑波山無料周遊バス～湯巡り号～

通行止め

お休み処・物産ブース
梅茶サービス・休憩・物産品販売

大型5台

無料園内循環
ワゴンコース

普通車210台

展望あずまや

無料園内循環ワゴン
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筑波山頂駅まで約8分

筑波山温泉つくば湯 ☎029-866-2983
日帰り入浴10:00 ～ 19:00
※最終受付18:30

つくばグランドホテル ☎029-866-1111
日帰り入浴 土日祝12:00 ～ 15:00
※最終受付14:30

筑波山ホテル青木屋 ☎029-866-0311
日帰り入浴12:00 ～ 15:00

筑波山江戸屋 ☎029-866-0321
日帰り入浴11:30 ～ 15:00

筑波山京成ホテル ☎029-866-0831
日帰り入浴12:00 ～ 16:00※最終受付15:30
定休:月曜日※月曜祝日の場合は翌日

筑波温泉ホテル ☎029-866-0521
日帰り入浴12:00 ～ 19:00（日～金）
　　　　　12:00 ～ 16:00（土・祝日の前日）
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梅林会場・周辺案内図

梅林 お休み処

つくばの梅食!!
うめ～しょく

筑波山・つくば市街の各店舗で梅
を使用した期間限定メニュー梅食
を提供します。「うめ～」お料理を
ぜひご堪能ください!!

食

散策で疲れたら、梅茶サービス
でひと休み！物産品販売も。どう
ぞお気軽にお立ち寄りください。

お休み処
筑波山梅林に来たら、まずはおも
てなし館へ。園内や周辺観光案内、
カフェなど、期間中は毎日オープ
ンしております。ご当地土産品特
別販売!

おもてなし館
筑波山梅林の最大の見どころ！眼
下に梅林全体を見渡せ、遠く富士
山や東京の高層ビルまで一望でき
ます。無料園内循環ワゴンのご利
用が便利です。

扇型の展望台で、見下ろせば山麓
の田園風景を、振り返れば筑波山
頂を背景に、梅林を見渡すことが
でき、2つの景色を楽しむことが
できます。

見返り縁台

❶

❽

❾



❷❸

❹

❺
❻

❼

展望あずまやと
つづらおりの木道

食事・休憩・物産品販売

  

おもてなし館
うまいもん処
特設ステージ

　筑波山温泉は東京か
ら一番近い「美肌の湯」。
アルカリ性単純温泉で肌
がすべすべに!宿泊はもち
ろん、日帰り入浴もオスス
メ。入浴しながら関東平
野の絶景を眺望できた
り、落ち着いた雰囲気の
中で温泉を堪能すること
もできます。
　この機会にぜひお立ち
寄りください!!
※各施設有料
※点検・清掃・予約状況等により日帰り
　入浴を中止にする場合がございます。
　予めご了承ください。

※価格は全て税込となります。　※写真はイメージとなります。予告無く変更になる場合がございますので、ご了承ください。　※各商品及び店舗等の詳細はHPへ。

販売日：３月土日祝日　11時～　
　　　　おもてなし館にて販売

特 別 弁 当
梅まつり

筑波山梅幕の内
1500円／お食事処あおき

・茨城県産ローズポーク梅しそ巻
・鮭の幽庵焼き
・霞ヶ浦産わかさぎの筏焼き
・土浦産れんこんの酢蓮 ・梅太巻
・地元野菜の煮物 ・海老フライなど

2000円／ひたち野
常陸牛の薄切り肉とそぼろをしぐれ煮し、
筑波山麓コシヒカリに盛りつけた極上の
常陸牛弁当。
茨城県産ベビーリーフ入サラダとご賞味く
ださい。

筑膳弁当
1700円／筑膳

・つくば鶏焼 ・せりの胡麻和え ・卵焼き
・たっしゃかれんこんの梅肉和え
・菜の花のおひたし ・季節の焼魚
・たけのこの胡桃味噌和え ・海老フライ
・地元野菜の煮物 ・俵にぎり ・梅いなり 

※諸事情により販売できない場合もございます。ご了承ください。※食数限定となりますので売り切れ次第終了となります。

料理人が趣向を凝らし、地元食材を
ふんだんに使用した筑波山梅まつり
期間限定の特別弁当！茨城のおいし
い食材を使用した珠玉の贅沢弁当を
観梅しながら是非、ご賞味ください。
食材にこだわり抜いているため食数
限定となりますのでお早めに！！

各弁当1日10食限定

常陸牛しぐれ煮弁当

❷おみやげ・お食事処 神田家
 ［期間中毎日］
1日20食限定／ 1200円／つくば市筑波
722　☎029-866-0044　

つくば茜鶏の梅しそチキンカツ
❸いしはま ［期間中毎日］※不定休
800円／つくば市筑波721
☎029-866-0713

梅ごはんとけんちん汁梅ねぎつくばうどん
❶杉本屋 ［期間中毎日］※不定休
850円／つくば市筑波726-2
☎029-866-0451

❻筑波山縁むすび ［期間中毎日］※火曜定休
数量限定／ 200円（1個）※三年梅はお
むすびの具です。／つくば市筑波1223-8
☎029-896-8863 

三年梅おむすび
❼日升庵 ［期間中毎日］※期間中不定休
1日20食限定／ 850円（ドリンク付1100
円）／つくば市筑波1221-3
☎029-875-8821

常陸乃梅茶漬けセット梅しそ入太巻と山菜そばセット
❺お食事処　あおき
 ［期間中毎日］※月曜定休　最終21日のみ営業
1500円／つくば市筑波829-1
☎029-866-0728 

赤梅ソフトクリーム
❹筑波山ケーブルカー宮脇駅売店
 ［期間中毎日］
300円／つくば市筑波１　☎029-866-0611

筑膳
 ［期間中月～金］※月曜定休（期間中は営業）
1日20食限定／ 1620円／つくば市沼田
1441-1☎029-866-0068

梅御膳
第一屋 （梅林出店）［期間中毎日］
450円（１パック３切入）
☎029-866-0051

梅甘露入り梅ようかん常陸牛しぐれ煮ひつまぶし（梅出汁） 
❾ひたち野 ［2/20 ～ 3/15］
1日10食限定　単品1944円　お膳2484円
つくば市臼井2103-5（筑波山風返峠）
☎029-866-1221

納豆カツ定食
❽つつじヶ丘レストハウス
 ［期間中毎日］
1050円／つくば市筑波１　　
☎029-866-0918 

大衆酒場　つくば市馬力や和（梅林出店）
 ［期間中毎日］
数量限定／ 500円

おもちdeワッフル～梅と福来みかんのソース～
つくばSweets ［期間中毎日］
数量限定（無くなり次第終了）／120円（１
粒）／❻筑波山縁むすび内及びつくば市
竹園2-4-10　☎029-858-6480

梅コンフィチュール手作り米粉100%シフォンケーキ梅味
つくばヤーコン （梅林出店）［期間中毎日］
ホール販売1日10個限定
1080円（１ホール）　180円（１カット）

梅ようかん
神谷製菓 （梅林出店）［期間中毎日］
100円（１切）
☎029-866-0112

筑波ハム レストラン自然味工房
 ［期間中毎日］※火曜定休
1日20食限定／ 2268円
つくば市下平塚383　☎029-850-4186

網走屋 ［期間中月～土］※日・祝日定休

680円／つくば市桜2-15-3-103
☎029-857-5540

アオイの梅入り鶏ザンギピリ辛赤柚子・梅おろしラーメン
鶏白湯ラーメン おび屋
 ［期間中毎日］※水曜定休
1日20食限定／ 850円
つくば市要137-3　☎029-864-3551

常陸秋そば十割コロッケ
ほっとさんどアカデミー （梅林出店）
 ［出店日は梅まつりＨＰで要確認］
数量限定／ 800円（６個入）
☎090-3698-3435　

ポークフィレステーキＵＭＥソースランチセット
ウメ


