


2/15（土） オープニングイベント
（開園祭・開園式）［10：00～ 特設ステージ 他］

3/8（日）10：00～15：00
場　所：おもてなし館前（会場内）

2/29（土）10：00～15：00
場　所：おもてなし館前（会場内）

●第20代名人ガマの油売りロ上実演
ふくれ

●パワースポット「福来梅の木」のご祈祷
園内の梅の木1本を筑波山神社にご祈祷いただき、縁結びパワースポットとして開設。
［2月15日～3月22日 ※縁結び絵馬500円　本部］

梅まつりの限定プラン！
梅林の真上を100ｍ滑空できるコースを
お手軽に100ｍジップ体験できます！

筑波山水系酒蔵5店舗とご当地おつまみ店が集合!
筑波山の滑らかな水で醸造した新酒をお楽しみください!

アクティビティ数も増えて、リニューアル！

2/15 リニューアルオープン！

筑波山地域ジオパークを食とツアーで楽しむ
『筑波山地域ジオパークの日』開催！

梅花満開の
100mジップスライド体験!!

観梅！ 乾杯！ 梅宴！ 新酒de筑波山地酒フェス

大地の恵みを食べて楽しむ筑波山地域ジオパーク認定商品の販売と、
認定ジオガイドの案内のもと、梅が香る筑波山梅林と筑波山神社を巡るツアーを
開催します！

◉筑波山地域ジオパーク認定商品（食品）の販売
開催日：2月22日（土）・23日（日）10：00～15：00（販売時間）
場　所：おもてなし館前（会場内）

◉梅林・筑波山神社ジオツアー
開催日：2月22日（土）　①10：30～12：00　②13：00～14：30
場　所：①筑波山梅林　②筑波山神社
定　員：各回20名（抽選）
費　用：各回300円　両方参加の場合500円
申　込：希望時間帯、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、日中連絡の付く電話番号を記入し、

2月12日（水）までにメール、FAXまたは電話で下記までお申し込みください。

筑波山地域ジオパーク推進協議会事務局（つくば市ジオパーク室）
FAX：029-868-7615　Eメール：geo298@city.tsukuba.lg.jp
電話：029-883-1111（代） 平日8：30～17：15

筑波山水系のしぼりたて地酒を梅と共に

新グルメ開発コンペで入賞した商品が１日限定で勢ぞろいします！
筑波山・霞ヶ浦広域エリア観光連携促進事業のPRブース

チケット制　※前売券が売り切れた場合は当日券は販売いたしません。

※詳しくはWebサイトでご確認ください。

筑波山梅林　─関東富士見百景─
筑波山の中腹（標高約250メートル付近）にある梅林で、筑波山地域ジオパークの

見どころの一つとなっております。

春を迎えた筑波山梅林は、2月から3月にかけて約1,000本もの梅が花を咲かせ、

一年で最も美麗な姿を私たちに見せてくれます。

梅林最上部の「展望あずまや」からは、梅の花と筑波山麓の田園風景や研究学園

都市、さらに関東平野も一望でき、まさに絶景です。

好天日には東京スカイツリーや富士山まで見渡せます。

また、園内随所には苔の生えた「筑波石」が独特の風情をかもし出しており、梅

の花とのコントラストは筑波山梅林ならではの趣ある風景を作り出しています。

◎梅緑茶サービス（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：300円　3/1（日）・8（日）・15（日）　お休み処隣）

◎つくば観光大使のお出迎え （期間中土・日　お休み処前）

◎観光ボランティアガイド298によるガイド（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・うまいもん処）
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〈つくば観光大使〉

〈ガマの油売り口上〉〈パワースポット「福来梅の木」のご祈祷〉
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※各詳細は梅まつりWebサイトをご覧ください。
　各イベントは、天候などにより変更・中止の場合がございます。

※梅林散策は、動きやすい服装・歩きやすい靴でお越しください。

梅 まつりイベント 

THE Mount Tsukuba グルメショップ

焼き栗［販売］ 一袋/600円
(株)かすみがうら未来づくりカンパニー

スティックツカモトクーヘン
［販売］ 500円
塚本工業(株)

恋の山 濃いヨーグルト180ｍｌ
［販売］ 200円
(株)小美玉ふるさと食品公社

筑波山チョコブラウニー［試食］ 
Café 日升庵

七味稲荷寿司と七味飴の
ブレイクセット［販売］ 450円
エコファーム飯島&魚忠

ふくれ



徒歩約60分
つくバス北部シャトルでつくばセンター（つくば駅）へ

2/29（土）・3/14（土）

筑波山梅林と
筑波山パワースポット巡り

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

梅まつり
会場

つくばエクスプレス『筑波山きっぷ』で行く

定　員　：　各80名(要予約)
料　金　：　無料
 ※コース内の交通費は
 各自の負担になります。
申　込　：　筑波観光鉄道株式会社
 Tel. 029-866-0611
特　典　： つくばエクスプレスオリジナル
 帽子。筑波山神社タオル。
 金運を招く福ガマ 他
[コース]
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」・万葉歌碑】
→ ケーブルカー → 筑波山パワースポット見学【立身石・紫峰杉&男女川源流】

カタクリ
筑波山頂周辺にカタクリ草の群
生地があり、2haに約30,000株
が自然のままに群生しています。

筑波山頂カタクリの花まつり
令和2年4月1日～4月20日

ヤマザクラ
4月上旬から中旬にかけて順次
開花していきます。木々がそれ
ぞれの色で花を持ち、新緑との
コントラストが美しいのが見もの
です。

つつじ
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
山頂付近で見られます。

アジサイ
筑波山梅林には約1,000株の
あじさいが植えられており、筑
波石とのコントラストをお楽しみ
いただけます。ケーブルカーの
沿線も彩られます。

筑波山中腹・梅林周辺・
パープルライン筑波山頂周辺（カタクリの里）

つつじヶ丘・梅林
ケーブルカー沿線・山頂 梅林・ケーブルカー沿線

2/4（火）～3/3（火）

梅まつり
限定

御朱印！

石岡市観光協会 ☎0299-23-1111



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）
〒300-3257　茨城県つくば市筑穂1-10-4

Tel. 029-869-8333

公式SNSで開花状況をお知らせ!

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

� @mt.tsukuba.ume   � @mt_tsukuba_ume   � @mt_tsukuba_ume

●つくば市観光推進課 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ☎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

筑波山梅まつり 検索

梅まつりWebサイト ▼

リアルタイム開花状況
筑波山ライブカメラ ▼

早春の筑波山を楽しもう！

お得な梅まつり宿泊プラン
宿泊プラン

※対象施設は、梅まつりWebサイトをご覧ください。
梅まつりを漫喫した後は、旅館・ホテルでゆっくり疲れを癒やす極上の旅！

宿 泊

お 問 い 合 わ せ

ア ク セ ス

つくバス北部
シャトル約60分

約80分

路線バス約30分

約90分

約120分

約55分

約60分

東 京 駅
水 戸 駅

梅まつり
会場

筑
波
山
梅
林

水戸⬅➡つくば　高速バス大増便

乗り物を使って山頂まで気軽に登りたい方は…
つくばエクスプレスとバス、ロープウェイ
とケーブルカーがセットになった「筑波
山きっぷ」がおすすめです!

つくばエクスプレスとバスの乗車券の
セット。登山道の入口付近まで行くこと
ができます。

筑波山を歩いて山頂まで登りたい方は…

※筑波山きっぷ・筑波山あるキップの詳細は、つくばエクスプレスWebサイトへ
　http://www.mir.co.jp/

��



市営・臨時駐車場

筑波山ほっかほかキャンペーン
筑波山あるキップ・筑波山きっぷ

ご利用のお客様対象

●温泉施設の日帰り入浴が５００円！
●ＴＸオリジナルグッズをプレゼント
　（先着３００名）
●ＴＸオリジナルトートバッグ印刷体験
　（先着２,０００名）

詳しくは、つくばエクスプレスのWebサイトへ
http://www.mir.co.jp/

１月１８日（土）～３月１日（日） 
2020年

絶景！ 筑波山梅林。
おすすめは、梅林最上部にある展望あずまやからの景色。
好天時には関東平野が広がり、遠くに富士山やスカイツリーも見渡せます。

梅食&特別つくばうどん
福来みかんご当地グルメ  他（❶～19）

日帰り入浴（A～F）

注意!
●園内は傾斜道が続きますので、動きやすい服装・
歩きやすい靴でお越しください。
●お身体の不自由な方は園内循環ワゴンをご活用
ください。
●園内での植物の採取は絶対におやめください。
●各交通機関は、天候等諸事情により運休となる
場合がございます。
●ゴミの持ち帰りにご協力ください。
●園内は禁煙です。喫煙は所定の場所でお願い
します。

梅まつり期間中は9:00～16:00まで
車両の通行はできません（二輪車含む）

❶神谷製菓　 ❷第一屋 ❸杉本屋
うまいもん処■�

●2/22（土）・23（日）　筑波山地域ジオパーク認定商品の販売
●2/29（土）　THE Mount Tsukuba グルメショップ
●3/8（日）　新酒de筑波山地酒フェス

つくばね焼 窯元

i

筑波山中腹の
穴場的散策スポット
春の自然が楽しめます。

筑波山地域ジオパークの見所①
日本最大の平野「関東平野」を

一望できます。

※各ワゴンは、遅れや運休の場合があります。

一般道

園内無料循環ワゴン
（9:00～16:00 毎日） 
※お身体の不自由な方専用

歩道・登山道

●アウトドア IRORI
　（3月土・日・祝）

野点茶会（3/1・8・15  300円）

梅まつり無料周遊ワゴン
（9:00～16:00 毎日） 

❹つくばヤーコン
梅CAFE

●物産品販売
●休憩

おもてなし館■�

お食事処あおき■�

❺神田家■�

12つつじヶ丘
　レストハウス■�

14ケーブルカー宮脇売店■�

15コマ展望台■�
18筑波山頂売店■�

17女体山パーラー■�

13筑膳■�
19稲葉酒造

11ひたち野■�

F
筑波山
京成ホテル

D筑波山温泉つくば湯

E筑波温泉ホテル

B筑波山ホテル青木屋

C筑波山江戸屋

Aつくばグランドホテル

❻

日升庵■�
❼
筑
波
山

　
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
■utensils-alt

❽
筑
波
山
縁
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び
■utensils-alt

10

❾

つつじヶ丘　 
ガーデンハウス■�

16

アウトドア IRORI
３月土・日・祝

筑波山で囲炉裏を使ったアウトドアクッキング！ 手ぶらでOK！
フォレストアドベンチャー・つくば

場所：観梅広場

●鶏肉のアヒージョ 800円
●シーフードアヒージョ 800円
●ホットサンド 500円

梅CAFE －期間限定特別オープン－
『筑波山梅林の梅シロップ』を使った梅林限定のドリンク、おやつ等を販売！

場所：おもてなし館

梅を見ながら一緒にいかががですか？
●筑波山梅ソーダ 200円
●筑波山梅ネード 200円
●梅ポップコーン 300円
●コーヒー各種　等

期間中毎日

ガマの油売り口上

つくば観光ボランティア298による
ガイド実施!! （土・日・祝日）
つくばの観光ガイドが園内のガイドを行います!!

お休み処 梅緑茶サービス・休憩・物産品販売

本部 観光案内・梅まつり特別弁当（3月土・日）

つくば観光大使のお出迎え（土・日）

いしはま■�

つつじヶ丘
駐車場［有料］
普通車 500円/回
大型車 2,000円/回

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

筑波山地域ジオパークの見所②
土石流が運んだ、ゴツゴツとした
巨石と可憐な梅の競演！

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。

筑波山の梅酒 891円
販売場所：おもてなし館・お休み処
 19稲葉酒造

筑波山梅林の梅でつくった
プレミアム干し梅 540円
販売場所：おもてなし館

筑波山梅林の梅の実を使用し
たプレミアムな商品。

筑波山梅林
梅の実商品

※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。



梅ソフトクリーム
❻いしはま 300円

❼筑波山
ドライブイン 350円

12つつじヶ丘
レストハウス 350円

14ケーブルカー
宮脇売店 350円

［期間中毎日］
各店舗にて販売

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（食事・スイーツ）
を提供します。「うめ～」お料
理をぜひご堪能ください。

筑波山特産の「福来みかん」
を使用した各店オリジナルメ
ニュー。筑波山特有の高貴な
香りをお楽しみください。

弁慶の力餅 つくばうどんは、
筑波山頂売店で楽しめます。

❻いしはま
梅ごはんとけんちんセット 1,000円
［期間中毎日］［不定休］
☎029-866-0713

❼筑波山ドライブイン
梅うどん 850円
［期間中毎日］
☎029-866-0202

❽筑波山縁むすび
梅チキ大葉にぎり 270円
［期間中毎日］［火曜定休］［1日１５
食限定］ ☎029-896-8863

❺神田家
つくば茜鶏の梅マヨ丼 1,200円
［期間中毎日］［１日２０食限定］
☎029-866-0044

10お食事処あおき
梅肉入り寿司とそば・うどんのセット 1,500円
［期間中毎日］［不定休］
☎029-866-0728

11ひたち野
常陸牛しぐれひつまぶし（梅出汁）膳 2,200円
［期間中毎日15時まで］［数量限
定］ ☎029-866-1221

12つつじヶ丘レストハウス
納豆カツ定食 1,050円
［期間中毎日］
☎029-866-0918

❾Café 日升庵
おとなの完熟はちみつ梅ゼリー 378円
［期間中毎日］
☎029-875-8821

お菜屋 わだ家 つくば店
わだ家流！梅仕立て豚のしゃぶしゃぶ
昼3,300円/夜3,465円 ※夜はサービス料別
［期間中毎日］ ☎029-863-1567
�研究学園5-8-4

つくば温泉喜楽里 別邸 ごはん家 風玄
梅おろしチキンカツ御膳 980円
［期間中毎日］［不定休］
☎029-896-5074  �西大橋614-1

❶神谷製菓
神谷の梅羊かん 1切/100円
［期間中毎日］

❷第一屋
梅甘露入り梅ようかん 500円
（1パック3切入）［期間中毎日］

13筑膳
梅御膳 1,870円
［期間中月～金］［無くなり次第終了］
☎029-866-0068

❺神田家
福来みかんソフト 400円
［期間中毎日］
☎029-866-0044

❹つくばヤーコン
手作り米粉100％ 1ホール/1,500円
シフォンケーキ梅味 1カット/250円
［期間中毎日］［1日10個限定］

❸杉本屋
筑波山焼き～梅あんver～ 200円
［期間中毎日］

❾Café 日升庵
みかん香る燻製ベーコンバーガー 1,393円
［期間中毎日］［1日10食限定］
☎029-875-8821

11ひたち野
福来みかんスカッシュ 660円
福来みかんサワー 770円
［期間中毎日］［数量限定］
☎029-866-1221

❻いしはま
福来みかん味噌おでん 480円
［期間中毎日］［不定休］
☎029-866-0713

筑波山 山の恵み弁当 800円
筑膳 ［1日20食限定］

梅寿司弁当 700円
お食事処あおき ［1日20食限定］

いばらき肉三昧弁当 1,200円
ヨシムラミート ［1日20食限定］

筑波山地域ジオパーク認定商品
つくば道弁当 1,000円
吉屋 ［1日20食限定］

❸杉本屋
梅ねぎつくばうどん 900円
［期間中毎日］

❺神田家
あんかけつくばうどん 1,000円
［期間中毎日］［１日２０食限定］
☎029-866-0044

❻いしはま
山菜つくばうどん 980円
［期間中毎日］［不定休］
☎029-866-0713

12つつじヶ丘レストハウス 15コマ展望台
16つつじヶ丘ガーデンハウス 17女体山パーラー
きつねつくばうどん 1,000円
［期間中毎日］

18筑波山頂売店
幸雲亭 ☎029-866-0138
見浦亭 ☎029-866-1240
たがみ ☎029-866-1014
みゆき茶屋 ☎029-866-1269
めをと茶屋 ☎029-866-1015
仲の茶屋 ☎029-866-1030
せきれい茶屋 ☎029-866-1035

筑波山の梅酒 891円
販売場所：おもてなし館・お休み処
 19稲葉酒造

筑波山梅林の梅でつくった
プレミアム干し梅 540円
販売場所：おもてなし館

18筑波山頂売店
弁慶の力餅 つくばうどん 1,000円
［期間中土日］
ケーブルカー筑波山頂駅下車

つくばうどんは頭文字をとって筑波山
麓で育ったつくば茜鶏を使った「つ」
くね、地元産のしいたけやごぼうなど
の「く」ろ野菜、茨城県産ローズポー
クの「ば」ら肉が由来。麺も地元産
レンコンパウダーを練りこんだご当地う
どん。梅まつり期間限定で各店が腕を
振るったオリジナルつくばうどんにアレ
ンジ！

マップエリア外

うまいもん処うまいもん処

店舗開催 店舗開催 店舗開催 店舗開催

店舗開催 店舗開催 店舗開催

店舗開催 店舗開催

店舗開催

店舗開催

店舗開催 店舗開催

おもてなし館

うまいもん処

うまいもん処

マップエリア外

茨城のおいしい食材を使用し
た筑波山梅まつり期間限定の
特別弁当です。食数限定とな
りますのでお早めに!!

販売日：3月土・日
販売場所:本部

※各店諸事情により提供日や写真と内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。また、表示価格は税込価格です。　※各店舗詳細は梅まつりWebサイトをご覧ください。

12つつじヶ丘レストハウス15コマ展望台
福来しょうゆラーメン 880円
［期間中毎日］
☎029-866-0918

店舗開催

店舗開催 店舗開催

店舗開催

梅まつり特別弁当は、本部（会場内）で３月 土・日に販売！


