
筑波山梅まつり実行委員会事務局

Tel.029-869-8333

お問い合わせ

筑波山梅まつり
公式SNSで開花状況をお知らせ！

http://www.umematsuri.jp/
筑波山梅まつり専用Webサイト

（（一社）つくば観光コンベンション協会内）

〒300-3292 茨城県つくば市筑穂1-10-4

●つくば市観光物産課  ☎ 029-883-1111（代）
●筑波山観光案内所  ☎ 029-866-1616
●つくば総合インフォメーションセンター  ☎ 029-879-5298

http://www.ttca.jp/
e-mail : info@ttca.jp

交通案内

平成29年
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主催 ： 筑波山梅まつり実行委員会  共催 ： つくば市
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筑波山梅まつり

秋葉原駅からつくば駅まで最速45分。筑波山梅まつりへお越しの際は をご利用ください。

春の筑膳梅いなり弁当

筑波山麓産のミルキー米を使用した梅いな
り。放し飼い有精卵の卵焼きや茨城特産れ
んこんのきんぴらなどを竹包みでオシャレに
包み込みました。

600円／筑膳 1日20食限定

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です。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。食材にこだわりぬ
いているため食数限定となります
のでお早めに！！

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
と甘梅を提供します。「うめ～」
お料理をぜひご堪能ください！！

鮨屋の梅三昧寿司弁当

梅太巻をはじめ梅巻、梅ダレをからめた鶏
から揚げ、梅しそをエビにまいてあげたエビ
フライなど「梅」づくしのボリュームたっぷり
弁当。

800円／お食事処あおき 1日30食限定

肉屋のいばらき肉三昧弁当

常陸牛・ローズポーク・つくば鶏をふんだん
に使用した茨城の「肉」をまるごと食べられ
るまさに肉三昧の贅沢弁当。

1200円／ヨシムラミート 1日20食限定

弁 当
梅まつり

特別

販売日 ： 3月土日祝日 11時～
販売場所 : お休み処

つくばの

梅ごはんとけんちん汁

❷いしはま

カリカリ梅をクラッシュし、たっぷりの梅紫蘇
をごはんに混ぜ合わせたひと品。郷土料理の
野菜たっぷりけんちん汁を一緒に。
850円 / ［期間中 毎日］ つくば市筑波721
☎029-866-0713

つくば茜鶏の梅マヨ丼

❶神田家

筑波山麓の北条米の上に、たっぷりのキャベツ、そし
て名物つくば茜鶏に甘辛のタレを絡め、鰹ダシ風味
の梅マヨネーズをトッピングしました。甘辛ダレと梅
マヨの相性が抜群です！！ 1000円 / ［期間中 毎日］ 
1日20食限定 つくば市筑波722 ☎029-866-0044

梅うどん

❹筑波山ドライブイン

梅酢・かつお・昆布をダシに塩ベースのスープ
につくば市産の梅干し等をトッピング。
780円 / ［期間中 毎日］
つくば市筑波1233-8 ☎029-866-0202

常陸牛しぐれひつまぶし（梅出汁）膳

❻ひたち野

期間中は梅出汁をご用意致します。 
2160円 / ［期間中 毎日 15時まで］
つくば市臼井2103-5風返峠 ☎029-866-1221

納豆カツ定食

❼つつじヶ丘レストハウス

サクサクとんかつの上に納豆をソースのように
載せて提供。味の変化を付ける為に茨城県内
産梅干をトッピング!癖になる異色の組合せ
です。 1050円 / ［期間中 毎日］ つつじヶ丘
（ロープウェイ脇） ☎029-866-0918

梅香る「松華堂弁当」

❽筑波山京成ホテル

造り：三点盛り 煮物：鰤大根・筍・梅人参・菜の花を添
えて 焼物：つくば美豚アスパラ巻き・梅肉ソース 揚物：
あんこう梅肉衣揚げ 凌ぎ：筍釡飯 止椀：青海苔 水
菓子：八郷産完熟いちご 2160円 / [期間中 土日祝日
のみ] つつじヶ丘（ロープウェイ脇） ☎029-866-0831

梅御膳

❾筑膳

梅いなりや梅のさしみこんにゃく、梅干の天
ぷらなど地元野菜をはじめとした春爛漫の
小鉢が並ぶ御膳は贅沢の極み!
1620円 / ［期間中 月～金］ 1日20食限定
つくば市沼田1441-1 ☎029-866-0068

筑波ハム レストラン自然味工房

梅肉を合わせた特製の香草バターを塗り、
オーブンで焼き上げました。
2484円 / ［期間中 毎日］ 火曜定休
つくば市下平塚383 ☎029-850-4186

ピリ辛赤柚子・梅おろしラーメン

鶏白湯ラーメン　おび屋

自慢の鶏白湯スープにガツンとくる辛さの赤
唐辛子の辛味!しかし、その辛味をマイルドに
まとめてくれる梅が最高の箸休め。 
850円 / ［期間中 毎日］ 1日30食限定
つくば市要137-3 ☎029-864-3551

梅しそ入太巻と山菜そばセット

❺お食事処 あおき

ねり梅と紫蘇の葉で早春の香りをまとった巻きず
しと、職人手作りの稲荷寿司。そこに地元製麺工
場から直送で風味豊かな蕎麦を選べる食べ応
え十分のセットです!! 1500円 / ［期間中 毎日］ 
月曜定休 つくば市筑波829-1 ☎029-866-0728 

神谷の梅羊かん

　神谷製菓（梅林出店）

茨城の農家さんの梅エキスが入った、梅まつり
限定の梅ようかん。爽やかな梅風味がお口の
中でひろがります。
100円（1切） / ［期間中 毎日］
☎029-866-0112 

梅甘露入り梅ようかん

　第一屋（梅林出店）

香料は一切使用せず、梅甘露のシロップと
梅肉とのダブルで味付け。
450円（1パック3切入） / ［期間中 毎日］
☎029-866-0051

筑波山焼き～梅あんver～

　杉本屋（梅林出店）

生地には常陸小田米の米粉を入れてもち
もち食感に。中は梅の風味漂う梅白あんで
ご賞味あれ。
200円 / ［期間中 毎日］ ☎029-866-0451

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）

地元生産の常陸小田米・海藻卵・自家製
カリカリ梅を使用した梅の香りのするふわふわ
のシフォンケーキです。
1080円(1ホール) 180円(1カット) / ［期間中 
毎日］ 1日10個限定 ☎029-865-0560

甘梅あんみつ

❷いしはま

つぶあんやフルーツにカリカリ梅の入った梅
アイスや梅ようかんを乗せて「梅」の風味を
プラスして「和」を楽しめる一品。
650円 / ［期間中 毎日］
つくば市筑波721 ☎029-866-0713

梅のタルトのセット

筑波ハム レストラン自然味工房

甘酸っぱい梅のペーストとアーモンドクリーム
が相性抜群です。可愛い梅の花クッキーもご
一緒に。
702円 / ［期間中 毎日］ 火曜定休
つくば市下平塚383 ☎029-850-4186

赤梅ソフトクリーム

　つつじヶ丘レストハウス・ケーブルカー宮脇駅売店

季節のソフトクリームが好評で、今回は春の
訪れを感じられる期間限定の梅味。観梅で
疲れた体に甘い爽やかな香をお届けします。
320円 / ［期間中 毎日］
☎029-866-0611（ケーブルカー宮脇駅売店）

梅ソフトクリーム

❹筑波山ドライブイン

カリカリ梅が入った梅の風味が漂う爽やかソ
フトクリーム。 350円 / ［期間中 毎日］
☎029-866-0202

梅とろろそば・うどん

❸むらさき

10 11 12 13

14

12 15

宗田節や鰹などこだわりの食材でとった風味
豊かなスープに梅肉で和えた山芋の千切り
やお決まりのとろろを添えれば間違いなし。 
980円 / ［期間中 毎日］ 1日20食限定
つくば市筑波753 ☎029-866-0035

筑波山梅林を歩きながら、ジオガイドから梅林の地質や植生の成り立ちについて学ぶ
ツアーです。ジオ初心者も大歓迎です！４回のうち2月27日(月)13:00の回のみ、主として英語に
よる説明で実施いたします。外国人の方、外国人と交流をしたい方はぜひご応募ください。

期 　 日
募 集 定 員
参 加 費
コ ー ス

参 加 特 典
お申し込み

３月４日（土）・３月1８日（土）
各80名　［要予約］
無料※コース内の交通費は各自の負担となります。
つくば駅【集合・バス移動】 → 筑波山梅林 → 筑波山神社【御神木「大杉」】 →
 ケーブルカー → 筑波山パワースポット見学【立身石・大石重ね・紫峰杉＆男女
川源流】
つくばエクスプレスオリジナルキャップ・筑波山神社タオル・金運を招く福ガマなど
筑波観光鉄道株式会社 Tel : 029-866-0611

豚ロースのステーキ
ブールコンポーゼ梅風味 ランチセット

筑波山梅林と
筑波山パワースポット巡り
参加者募集

つくばエクスプレスで行く 筑波山神社での参拝などの
特典盛りだくさん！

期 　 日
時 間

場 所

定 員
参 加 費
申 込 方 法

問 合 せ 先

2月26日（日）・2月27日（月）
①10：00～11：30
②13：00～14：30
筑波山梅林
（筑波山梅林お休み処集合）
各回先着15名　
100円（保険代など）
希望日時、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、日中連絡の取れる電話番号を
記入し、FAX、Eメール又は電話（日本語のみ対応可）
筑波山地域ジオパーク推進協議会事務局（ジオパーク推進室内）
Tel :  029-883-1358　Fax :  029-868-7640
E-mail :  geo298@info .tsukuba. ibaraki . jp

梅林ミニジオツアー参加者募集！

圏 央 道 久喜白岡JCT

大栄JCT
つくば中央IC

うめ～しょく

梅食
かんばい

甘梅&

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！アドベンチャーコース全4サイト、キャノピーコース
全2サイト、日本初登場を含む56のアクティビティを楽し
むことができます。

つくば市沼田1688(梅まつり会場隣接)
☎090-4755-7800
梅まつり期間中定休日無し
※事前予約優先。当日空き状況により受付可
http://www.fa-tsukuba.com/

梅ねぎつくばうどん

筑波山名物つくばうどんに、たっぷりのネギ
と梅肉をトッピング!寒い時期が続く中、こ
の温かさは絶対に貴重な存在。
☎029-866-0451

850円／　杉本屋（梅林出店） ［期間中 毎日］

山菜つくばうどん

鰹や昆布でうまみを引き出しみりんで甘さをプラ
スしたスープに山の恵みのわらびやひめたけなど
の山菜をふんだんにトッピング。スープのうまみが
山菜にしみこむ山ならではの一品。つくば市筑波
721 ☎029-866-0713

950円／❷いしはま 
あんかけつくばうどん

椎茸や昆布で丁寧にダシをとったスープが
麺や具にからみにからみあうあんかけに！寒
いこの季節に体の芯からあったまるぴったり
の一品！つくば市筑波722 ☎029-866-0044

1000円／❶神田家 ［期間中 毎日］1日30食限定
弁慶の力餅 つくばうどん

筑波山の登山道にある弁慶七戻りをもとに弁慶
力餅を使ったより筑波山ならではのつくばうどん。

950円／　筑波山頂売店 ［期間中 土日のみ］

幸雲亭
見浦亭
たがみ
みゆき茶屋

めをと茶屋
たかはしや
仲の茶屋
せきれい茶屋

つくばうどんは、「つ」つくば地鶏の「つくね」、「く」つくば産「くろ野菜」、「ば」ローズポークの
「バラ肉」、からネーミングされ、麺には霞ヶ浦産のレンコンを使用した名物うどん！！
期間限定で各店舗オリジナルにアレンジ！つくばうどん特別イベント

イベント情報
● 梅茶サービス ［期間中毎日・お休み処］
● 筑波山名物ガマの油売り口上 ［期間中毎日・特設ステージ］
● 野点茶会 ［参加料：２００円 期間中日曜日・お休み処隣］
● つくば観光大使のお出迎え ［期間中日曜日・園内各所］
● つくば観光ボランティア298園内ガイド ［期間中土日祝・お休み処前］
● ご当地土産品販売 ［期間中毎日 お休み処・おもてなし館］

◆第20代名人ガマの油売り口上実演
◆よさこいソーラン（筑波よさこい連）

時間 11:00～
場所 特設ステージ

２/２５（土）

つくば市産ブルーベリー
ジャムづくり体験

平成29年3月5日（日）
11：00～ 10名 / 13：30～ 10名
（各回先着順）
無料
筑波山梅林 観梅広場

開 催 日
時 間

料 金
場 　 所

オープニングイベント梅だって花見しても、よかっぺな！！

※各イベントは天候等により予定が変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

囲炉裏を囲んで、食と花見はいかがですか！
筑波山梅林の梅を使った"筑波山の梅酒"も
ご用意しております。

らーめん激戦区つくばのらーめん店が筑波山麓
特産の“福来みかん”を使用したらーめんを提供。

あったか囲炉裏で梅見

期間中の土日のみ
10:00～15:00
筑波山梅林 観梅広場
無料

開 催 日
時 間
場 　 所
料 金

つくば福来らーめん祭

平成29年3月12日（日）
11：00～15：00
筑波山梅林 観梅広場

開 催 日
時 間
場 所

ふくれうめ

1セット400円 
先着100組（期間中）

料 金
人 数

1本100円
先着200名（期間中）

料 金
人 数

■ホットサンド作り体験 ■梅の枝のペン作り体験
特別イベント [期間中毎日]

筑波山梅林の梅の枝を筑波山神社に
ご祈祷いただき参拝者に授与。

筑波山神社「開運招福 福来梅」

期 間

授与場所
初 穂 料

平成29年2月25日（土）
～3月20日（月・祝）
限定200本

筑波山神社境内
500円

期 間

参加方法

料 金

平成29年2月25日（土）～3月20日（月・祝）
限定1000名様
詳細は筑波山梅まつりHPもしくは
筑波山梅林お休み処でおたずねください。
無料

※参加方法等詳しくは筑波山梅まつりHPへ

※無くなり次第終了

筑波山宝探し「黄金のガマ紀行」　

筑波山中腹（標高約二五〇メートル付近）に位置する梅林です。園内には、白梅・
紅梅・緑がく梅など約三十種類の梅が約千本あり、園内に散在する筑波石の巨岩と
のコントラストも素晴らしく、独特の野趣があります。「展望あずまや」からは眼下に梅林全
体を見渡せ、山麓の田園風景や学園都市の街並み、好天日には東京の高層ビル
等や富士山も見渡すこともでき、関東の富士見百景のひとつとなっています。

筑波山梅林

つくば特産品イベント

※材料は筑波山梅林の剪定枝を使用しております。

約40分

※平成２９年２月２６日（日）全線開通

※

（コーヒーor紅茶付）

純金ガマが当たるかも！！金のガマの財宝を探せ！

筑波山各地で、スタンプヒントを集めてゴールを目指せ！！
ゴールにたどり着いた方にもれなく金ガマをプレゼント。
そのうち1つになんと純金ガマが！

※掲載店舗の場所は、裏面の梅まつり周辺マップ上の番号をご覧ください。番号のない店舗は、マップエリア外になります。　※写真はイメージです。

※掲載店舗は、梅まつり周辺マップ上の番号をご確認ください。　※写真はイメージです。

（開園式・開園祭）

※食材、梅酒等は有料

※食材をご購入の方優先

※料金等詳細は、筑波山梅まつりHPへ。

※写真はイメージです。

筑波山麓産のもち米を使用した「満月もち」や丸干し芋販売 満月もち・・・100円
丸干し芋・・・200円

※無くなり次第終了

※1セット2名分

マップ
エリア外

マップ
エリア外

マップ
エリア外

●つけめん・らーめん活龍「鯛だし福来らーめん」　●麺や小五郎「福来中華そば」

外れた方も豪華商品が
あたるWチャンス！！

029-866-0138
029-866-1229
029-866-1014
029-866-1269

029-866-1015
029-866-0605
029-866-1030
029-866-1035



奇岩・怪石スポット

臨時駐車場[有料]

市営第1駐車場[有料]  

身障者用6台

筑波山観光案内所

筑波山大御堂

展望あずまや

一般道梅食&甘梅
特別つくばうどん

日帰り入浴
歩道・登山道

男体山御本殿

男体山山頂 871m

女体山展望パーラー
女体山駅

大仏岩

至つくば市街
旧筑波山郵便局

高天原

弁慶七戻り

セキレイ石ガマ石

カタクリの
群生地

北斗岩
出船入船 母の胎内くぐり

筑波山頂駅

ケーブルカー宮脇駅

ロープウェイ
つつじヶ丘駅

男女川源流

女体山御本殿
筑波山花暦

天浮橋

梅林会場

見返り縁台

物産館・お休み処
梅茶サービス・休憩・物産品販売

観光案内・梅まつり特別弁当 (土日祝 )

42

ヤマザクラ

ヤマツツジ

ウメ

乗ったら
よかっぺ号コース

梅まつり無料
周遊ワゴン

園内無料
循環ワゴン

直行筑波山シャトルバス停梅林入口
（「つくばセンター（つくば駅）行き」のみ停車）

駐車場内無料
ピストンワゴン運行

直行筑波山
シャトルバス停
筑波山神社入口

筑波山神社拝殿筑波山神社拝殿

筑波山神社筑波山神社

紫峰杉

筑波山神社は坂東無双の
霊山筑波山を神体山と仰ぎ、
山岳信仰を現在に留める
国内屈指の名社です。

福寿草
春と福を呼ぶと言わ
れる約３0，000株の
福寿草がケーブルカー
沿線と宮脇駅周辺に
咲き誇ります。筑波山
を彩る可憐な花たち
をお楽しみください。

女体山山頂 877m

絶景！筑波山梅林。おすすめは、梅林最上部に
ある展望四阿（あずまや）からの景色。遠くには、
富士山やスカイツリーも見渡せます。

登山途中や筑波山周辺で出逢える花を
ご紹介！美しい花を写真に収めたり、季節
ごとの魅力を楽しみましょう。

初春

梅
林連絡歩道 徒歩約

10分

梅林会場 筑波山神社前⇔

つくば道入口前

筑波山神社前

つくば湯前

（お食事処あおき）

ロープウェイ
つつじヶ丘

※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。
※混雑時はお待ちいただく場合がございますので予めご了承ください。

※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。
※混雑時はお待ちいただく場合がございますので予めご了承ください。

　梅まつり
無料周遊ワゴン 乗ったらよかっぺ号【9：00～16：00 毎日・ピストン運行】 【無料】【3月 土・日】

梅林～神社間の周遊ワゴン。神社参拝・日帰り
温泉・お食事・おみやげのお買い物等にご利用ください。

梅林～つつじヶ丘間の周遊バス。
日帰り温泉・ロープウェイ・お食事・おみやげの
お買い物等にご利用ください。

フォレスト
アドベンチャー・つくば

コマ展望台

つくば観光ボランティア298園内ガイド実施！！
つくばの観光ガイドが期間中の土日祝日に園内ガイドを
行います！！※詳しくは筑波山梅まつりHPをご覧ください。

カタクリ
筑波山頂周辺にカタ
クリ草の群生地があり、
2 h a に３0 ，0 0 0 株
のカタクリ草が自然
のままに群生してい
ます。

春

ヤマザクラ
４月上旬から中旬にか
けて、筑波山を彩るヤマ
ザクラが順次開花して
いきます。筑波山梅林
やパープルラインなど
で、木々がそれぞれの
色で花を持ち、新緑の
緑とのコントラストが美
しいのが見ものです。

春

つつじ
筑波山には山全体に
約3，000本のつつじ
があり、標高300m付
近で4月下旬頃より咲
きだし、5月中旬頃に
は 筑 波 山 頂（ 標 高
877m）で見られます。

春

紅葉
10月下旬頃より山頂
（標高877m）から紅
葉が始まり、中腹・山
麓と順次木々が色付
きます。

秋

普通車210台

市営第1駐車場
[有料]

市営第4
駐車場[有料]
普通車97台

梅林会場 観光
案内所前

つくば道入口前
つくば湯前

ロープウェイ
つつじヶ丘着

神社駐車場
[有料]

つつじヶ丘
駐車場
[有料]

市営・臨時駐車
料金のご案内
普通車
大型車

500円／回
2,000円／回

市営第3駐車場
[有料]
普通車138台 大型10台

市営第2駐車場
[有料]
普通車8台 大型4台
二輪可

臨時
駐車場
[有料]

ア
ジ
サ
イ

ケ
ー
ブ
ル
カ
ー（
8分
）

ロープウェイ（6分）

裏面大黒

観光案内所前

梅林会場

10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00

10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00

10：05
11：05
12：05
13：05
14：05
15：05

10：15
11：15
12：15
13：15
14：15
15：15

梅林会場～つつじヶ丘
ロープウェイ
つつじヶ丘発

つくば道入口前
つくば湯前

観光
案内所前 梅林会場

10：30
11：30
12：30
13：30
14：30
15：30

10：40
11：40
12：40
13：40
14：40
15：40

10：45
11：45
12：45
13：45
14：45
15：45

10：45
11：45
12：45
13：45
14：45
15：45

つつじヶ丘～梅林会場

観梅広場

（日帰り温泉）

季節によって変化する
たくさんの自然に会いに行こう！！

梅林会場 観光案内所前 つくば道入口前 つくば湯前 ロープウェイ
つつじヶ丘

大型5台

歩きたくなかったら

展望あずまや

梅林入口

おもてなし館
うまいもん処
特設ステージ
食事・休憩・物産品販売

お体の不自由な方専用の園内循環ワゴン

園内無料
循環ワゴン
【9:00～16:00 毎日】

※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。
※混雑時はお待ちいただく場合がございますので予めご了承ください。

梅林入口 展望あずまや⇔

151 ～

ⅥⅠ ～

（仮設）

つ
くば
道

10

11

12

13

❶神田家
❷いしはま

❸むらさき

❾筑膳

梅林出店
神谷製菓
第一屋
杉本屋
つくばヤーコン

14 ケーブルカー宮脇駅売店

15 筑波山頂売店

Ⅰ つくばグランドホテル

Ⅱ 筑波山ホテル青木屋

Ⅳ 筑波山温泉つくば湯

Ⅴ 筑波山温泉ホテル

Ⅲ

Ⅵ

筑波山江戸屋

❼つつじヶ丘
　レストハウス
　筑波山京成ホテル

❻
ひたち野

❺お食事処 あおき❹

筑波山ドライブイン

❽

常陸牛料理 

ひたち野 （牛久沼聖地公苑） 

牛久沼 百花園
つくば市吾妻1-1364-1 ☎029-852-1112㈹
車：常磐道桜土浦I.C.より10分
電車：TXつくば駅より徒歩２分
www.okura-tsukuba.co.jp

筑波山を望む美しい自然に囲まれた国際都市「つくば」の中心
に佇む洗練された空間。和･洋･中のレストランではオークラな
らではの料理がお楽しみいただけます。大型バスでの団体様･
立ち寄り昼食も承ります。

TX つくば駅 徒歩２分

オークラフロンティア
ホテルつくば

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、ドッグレースショーやお散歩体験、子犬展示館、わん
わんドリームショーも必見です。

つくば市沼田579 ☎029-866-1001木曜定休
3月～10月 10:00～17：00/11月～2月 10:00～16：00
車：常磐道谷田部I.C.より約30分
バス：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
https://wanwan-land.co.jp/

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。

つくば市筑波722 ☎029-866-0044 定休無し 9：00-17：00
車：常磐道土浦北I.C.より約30分
電車：TXつくば駅より直行筑波山シャトル
バス「筑波山神社入口」バス停下車徒歩約5分
http：//www.kandaya.info/

奥飛騨白川郷の築200年の古民家3軒を移築。“茨城県の”黒毛和
牛ブランド「常陸牛」をご賞味いただけます。風情のある外観にケ
ヤキの柱、囲炉裏のある玄関ホールが皆様をお迎えいたします。

つくば市臼井2103-5風返峠
☎029-866-1221
10：30-20：30 LO19：30 ※17：00以降は要予約
梅林から車で約10分
www.hitachino.com

つくば市泊崎383-1 ☎0120-60-5940
車：常磐道谷田部I.C.より車で10分
電車：JR常磐線佐貫駅より車で10分
http：//www.ushiku.jp/

四季の花が咲き誇る牛久沼百花園は、桜・梅・つつじ・藤など
合計6万株の花木が植えられ、春には「桜まつり」「つつじ祭り」
を開催しています。

梅林

梅林

筑波山温泉郷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！！

梅まつり無料周遊ワゴンを利用して、筑波山神社参拝・日帰り温泉・グルメ・山頂からの眺望などをお楽しみいただけます。

山麓の歴史ひろば散策や茨城県フラワーパーク・やさとのいちご狩りなどをお楽しみいただけます。

※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。

筑波山江戸屋  ☎029-866-0321
日帰り入浴 11:30～15:00 ※受付14：00まで

筑波山京成ホテル ☎029-866-0831
日帰り入浴 11:30～16:00 ※受付15：30まで
（定休日 : 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 13:00～19:00（土曜16:00）

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

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

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

Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅱ Ⅲ

山麓ドライブコース

梅まつり無料周遊ワゴン利用コース

期間限定グルメ梅食・甘梅・つくばうどん提供店がオス
スメ！散策後は筑波山温泉郷をお楽しみください！

石岡市観光協会 :  0299-43-1111  石岡市八郷総合支所（商工観光課内）

周遊ワゴン約5分

山頂方面へ

山麓方面へ

徒歩約15分

つくばうどん

温泉入浴

紫峰杉 ガマ石 女体山山頂

旧筑波山郵便局

平沢官衙遺跡 小田城跡 茨城県フラワーパーク いちご狩り

神郡地区の町並み 北条商店街

筑波山神社参拝

ケーブルカー8分
又は登山道利用

日本の道百選つくば
道を利用して、北条商
店街までハイキング。

車約15分

山頂周辺を散策 山頂からの眺望

登山道徒歩約90分

車約30分

筑波山

ほっかほか

キャンペーン

１月１４日（土）～４月２日（日）

詳しくは、つくばエクスプレスホームページへ
（ht t p : / /www .m i r . c o . j p /）

・温泉施設の日帰り入浴が５００円に！
・スタンプラリーに参加して
 ＴＸオリジナルグッズを手に入れよう！

期間

特典

☆ 筑 波 山 あるキップ・筑 波 山きっ ぷご 利 用 の お 客 様 対 象


