
陶器20％割引
湧き水コーヒー無料
クーポン券1枚につき2名様まで

筑波山ロープウェイ夜の空中散歩
～スターダストクルージング～

筑波山ケーブルカー夜間運行
＆もみじライトアップ

1枚のきっぷでお得に楽しめる！「筑波山きっぷ」発売中！
 ※発売箇所：つくば駅を除く「つくばエクスプレス線各駅」
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東関東自動車道

秋葉原駅

筑波山までの交通案内 〔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
〔北関東自動車道〕桜川筑西I.C（つくば方面）→国道50号線→県道
41号線経由→筑波山方面へ約20km

秋葉原駅よりつくばエクスプレス（最速45分）つくば駅下車（A3出口）
→直行筑波山シャトルバス（1番乗場）で「筑波山神社入口」下車（つ
くば駅から約40分）または「つつじヶ丘」下車（つくば駅から約50分）

東京駅より筑波大学・つくばセンター行「つくばセンター」下車→直行
筑波山シャトルバス（1番乗場）で「筑波山神社入口」下車（つくば駅
から約40分）または「つつじヶ丘」下車（つくば駅から約50分）

車

電車

高速
バス

お問い合わせ先・交通のご案内
（一社）つくば観光コンベンション協会
〒300-3292　茨城県つくば市筑穂1-10-4
電話　029-869-8333
E-mail　info@ttca.jp　Web  http://www.ttca.jp/
●筑波山観光案内所　　電話 029-866-1616
●筑波山おもてなし館　電話 029-896-8877
主催│一般社団法人つくば観光コンベンション協会
共催│筑波観光鉄道株式会社，筑波山神社
協力│首都圏新都市鉄道株式会社

つくばね焼 窯元 　☎029-866-2688
梅林隣接の8000坪の敷地内に窯場教室・登り窯・ギャラリー
（展示即売）が点在 陶芸体験（要予約）
つくば市沼田1700-8
○営 10：00～16：00
㊡ もみじまつり期間中無休
○駐 10台

フォレストアドベンチャー・つくば ☎090-4755-7800
森の地形や樹木をそのまま活かした本格的アスレチック。
専用の安全器具を身につけて樹上13mにチャレンジ!
つくば市沼田1688
○営 9：00～16：00（11月～2月）
㊡ 木曜日
　（冬期,その他の平日は不定休,要問合）
○駐 200台（有料：市営駐車場）

杉本屋  ☎029-866-0451
明治35年創業！
筑波山神社境内のパワースポット大杉のとなり！
つくば市筑波726-2
○営 9：00～17：00
㊡ 不定休
○駐 無し

おみやげ・お食事処 神田家 ☎029-866-0044
筑波山神社からすぐ！
関東平野を一望できる展望お座敷お食事処。
つくば市筑波722
○営 9：00～17：00（時期により延長あり）
㊡ なし
○駐 20台（大型可）

つつじヶ丘レストハウス店・コマ展望台他 ☎029-866-0918
筑波山随一のお土産コーナーと展望レストラン。つくば鶏親子丼がおすすめ。
各店舗（6店舗）ともケーブルカー・ロープウェイに隣接しております。
（つつじヶ丘レストハウス店及びガーデンハウス店・女体山パーラー店・コマ展望台・ケーブルカー山頂店及び宮脇駅店）
つくば市筑波1
○営 9：30～16：30
㊡ 無休

常陸牛料理 ひたち野 ☎029-866-1221
茨城の黒毛和牛ブランド常陸牛（ひたちぎゅう）をお好みのメニューでどうぞ
つくば市臼井2103-5 筑波山風返峠
○営 10：30～20：30
　（L・O19:30）
　17:00以降要予約
㊡ オンシーズン無休
○駐 100台（大型可）

釜炊きおにぎり 筑波山縁むすび ☎029-896-8863
釜で炊いた地元産「常陸小田米」で握ったおにぎり。
登山・お土産におすすめです。
つくば市筑波1223-8
○営 9：00～17：30
㊡ 火曜日（祝日の場合は翌日）

筑波山むらさき ☎029-866-0035
自慢の山芋そば・けんちんうどんがおすすめ。
かわいいカエルグッズもどうぞ。
つくば市筑波753
○営 9：00～17：00
㊡ 不定休
○駐 9台（大型可）

酉の一（とりのいち） ☎029-852-5880
匠のつくば鶏串焼き,水炊き,割烹仕込みの一品料
理をご賞味下さい。
研究学園C30街区１５エビスタウンD-201
○営 昼 11：30～14：00　夜 17：30～23：00
　（22：00ラストオーダー）
㊡ 火曜日
○駐 100台

筑波山ケーブルカー・ロープウェイ
 ☎029-866-0611
もみじ広がるケーブルカーで紅葉散歩
ロープウェイで爽快な空中散歩。
ケーブルカーではもみじライトアップを実施!（夜間営業日限定）
11月の営業時間
　 ケーブルカー　平日9：20～16：40　土日祝日　9：00～17：00
　 ※土日祝日、夜間営業開催時は20：00まで運行
　 ロープウェイ　平日9：20～16：40　土日祝日　9：00～17：20
　 ※土日祝日、夜間営業開催時は21：00まで運行
　 ※夜間運行はどちらも荒天時中止

学園手造りハムの会 ☎029-847-2757
つくばコレクション認証の手造りロースハム・
ベーコン等の販売
つくば市沼崎3087
○営 8：00～18：00
㊡ 不定休（期間中は無休予定）
○駐 5台

日升庵 ☎029-875-8821
地元つくばの味を楽しめるランチ,火鉢を使ったお
せんべいの手焼き体験が人気のカフェです。
つくば市筑波1221-3
○営 10：00～18：00
㊡ 水曜日
○駐 1台

ケーブルカー・ロープウェイ乗車料金10%割引
（他の割引券との併用不可。特別割引乗車券は対象外。）
クーポン券1枚につき4名様まで

入場料300円引き
クーポン券1枚につき5名様まで

筑波山焼き 20円引き　
※土日祝限定
クーポン券1枚につき4名様まで

1,000円以上のご利用で
10％割引
クーポン券1枚につき5名様まで

お土産品（￥350以上）
お求めのお客様に限り10％割引
クーポン券1枚につき1名様まで

10％割引
クーポン券1枚につき5名様まで

レストランでお食事のお客様
コーヒーサービス
クーポン券1枚につき5名様まで

500円以上利用の方に
塩おにぎりプレゼント
クーポン券1枚につき1名様まで

1,000円以上で
土産品・お食事10％割引
クーポン券1枚につき3名様まで

名物つくば鶏水炊き 夜限定
一人前￥1,800を￥1,000（税別）
クーポン券1枚につき１グループ人数分まで

手焼き体験コース参加者
おせんべい（2枚）又はディップ（2種）をサービス
クーポン券1枚につき1団体様まで

第13回 筑波山もみじまつり
特別協賛クーポン券
有効期限 平成27年11月1日（日）～30日（月）まで

◎特別協賛クーポン券を切り取って協賛店
にお渡しください。

◎他の割引とは併用できません。
◎特典内容についての詳細は，各協賛店に
お問い合わせください。
つくば観光コンベンション協会
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第13回 筑波山もみじまつり
特別協賛クーポン券
有効期限 平成27年11月1日（日）～30日（月）まで

◎特別協賛クーポン券を切り取って協賛店
にお渡しください。
◎他の割引とは併用できません。
◎特典内容についての詳細は，各協賛店に
お問い合わせください。
つくば観光コンベンション協会

第13回 筑波山もみじまつり
特別協賛店
◎最下部の特別協賛クーポン券を切り取って協賛店にお渡しください。
◎特別協賛クーポン券の有効期限は,平成27年11月1日（日）～30日（月）までです。
◎他の割引とは併用できません。
◎特典内容についての詳細は，各協賛店にお問い合わせください。

お得
です！

期間：9月19日（土）～2月28日（日）の毎週土・日・祝日
　　 17：00～21：00
　　 ※荒天（強風・視界不良）時、検査（2月6日・7日）時は運休
　　 ※12月23日（水）～30日（水）は毎夜連日開催　※1月1日は日中（～17：00）営業
料金：大人往復1,000円　小学生以下無料
　　 ※当日の運行状況やイベント内容については、お問い合わせください。
問い合わせ先：ロープウェイつつじヶ丘駅　　電話 029‒866‒0945

直行筑波山シャトルバスの臨時運行便時刻表
ケーブルカー・ロープウェイ夜間運行にあわせ,臨時運行いたします。

10月31日～1月の毎週土・日・祝日　※1月1日を除く

行き　
つくばセンター（つくば駅）発　16：30
筑波山神社入口発着　　　　　17：06
つつじヶ丘着　　　　　　　　17：20

帰り　
つつじヶ丘発　　　　　　　　19：10
筑波山神社入口発着　　　　　19：20
つくばセンター（つくば駅）着　20：00

特 典

特 典

特 典

特 典

特 典

特 典

特 典

特 典

特 典

特 典

特 典

特 典

期間：10月31日（土）～11月29日（日）の毎週土・日・祝日
　　 ※11月16日（月）～20日（金）は毎夜連日開催　
　　 17：00～20：00
　　 ※荒天・雨天中止
料金：大人往復1，000円　小学生以下無料
　　 ※当日の運行状況やイベント内容については、お問い合わせください。
問い合わせ先：ケーブルカー宮脇駅　　　　電話 029‒866‒0611

第13回

平成27年11月1日（日）～11月30日（月）

第第131313回回
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そば処 筑膳
MAPⒷ つくば市沼田1441-1
☎029-866-0068
もみじまつり期間中は無休予定
車：梅林から車で約2分
http://www.tsukuzen.com

当店では，毎年地元契約農家より直接常陸秋蕎麦の実を買
い付け，その日使う分だけ蕎麦の実を挽きお出しいたします。
挽き立て，打ち立て，香りの良いお蕎麦を提供いたします。
紅葉散策のあとには，自然薯とろろそばで疲れを癒してください。

筑波山おもてなし館

秋のオススメ散策コース
おもてなし館 ⇔ 四季の道 ⇔ 展望あずまや

MAPⒸ 筑波山梅林入口　Tel．029-896-8877
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8 Ⓑ

筑波山焼き～福来みかん風味～
杉本屋 【土日祝】
筑波山名物福来みかんを練り込んだ白あん
と常陸小田米を使用したもっちり皮。
１３０円
☎029-866-0451

筑波ブランド北条米おにぎり                               
仲の茶屋 【土日祝】
筑波山麓で生産された献上米「北条米」を
使用したおにぎりです。　　　　　　　　
３００円【２ヶパック】
☎029-866-1030

有機栽培地元コシヒカリの
 おにぎり
筑波山ドライブイン 【土日祝】
有機栽培地元コシヒカリを使用したおに
ぎりです。
☎029-866-0202

山菜五目釡飯セット
お食事処　あおき 【毎日】
地元産のきのこや山菜が入ったお食事です。
是非、秋の味覚をお楽しみください。
☎029-866-0728

酒蔵のきき酒三種と
 採れたて野菜の三点盛り
稲葉酒造場 【土日祝】
酒蔵にて,しぼりたて三種のお酒を楽しめ
る利き酒と,つくば産の旬の採れたて野菜
の三点盛のセット。特製酒粕ディップ付。
１,０８０円／☎029-866-0020

みよ子の七味を使った
 “手作りソーセージ”
日升庵 【土日祝】
みよこの七味の風味を活かし,ソーセージに
練り込みシンプルな味付けで仕上げました。
500円【３ヶ】
☎029-875-8821

福来七味の山賊揚げ
福来七味の山賊揚げラーメン
鶏白湯らーめん おび屋 【毎日】
山賊（鳥）揚の漬けダレに福来七味を混ぜこみ
風味を出す。そのままでもラーメンにのせても
good。／単品５００円（小300円）・ラーメン９８０
円／☎029-864-3551／つくば市要137－3

自然薯とろろそば
そば処 筑膳 【毎日】
石挽きの手打ちそば,山の幸の自然薯とろろ。
筑波山散策のあとには,自然薯とろろそばで
疲れを癒してください。
１,５１２円
☎029-866-0068

つくば、ホンモノ！夢特区とは・・
つくば市が運用するつくばの魅力とお得な情報
が満載なインターネットサイト！
簡単な会員登録で夢特区民になれば ,
市内の飲食店等でステキな特典が受けられ
ます。
他にもお得がいっぱい！
全て無料なので
安心して夢特区民に
なっていただけます。

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）で展示します。

美しい紅葉の写真を『夢特区』に投稿して,
素敵なプレゼントをゲットしよう。
期　　間｜11月１日（日）～11月30日（月）
対　　象｜つくば市内で撮影した紅葉の写真
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。

みんな～
投稿よろフクッ！

フックン船長

※定休日等がございます。必ずご確認のうえお出かけください。

ケーブルカー夜間運行イベント

つくば紅葉フォトコンテスト  【つくば、ホンモノ！夢特区 コラボ企画】

イベントは天候（予報を含む）により中止・変更になる場合があります筑波山もみじまつりイベント
11月1日㈰
 13：00 ～

内容│和太鼓グループ彩 ～sai～・化石発掘体験（500円）
場所│ケーブルカー筑波山頂駅前展望フロア

11月7日㈯
 11：00 ～

内容│餅つき大会・つきたて餅サービス【先着】
　　 筑波山ガマの油売り口上
場所│ロープウェイ女体山駅展望フロア

11月13日㈮
 始発より

内容│茨城県民の日ケーブルカー・ロープウェイ乗車記念プレゼント
　　 【各駅先着100名の小学生】
場所│ケーブルカー宮脇駅・ロープウェイつつじヶ丘駅

11月14日㈯
　  15日㈰
 11：00 ～

内容│筑波山名物 つくばのふくれみかんとうがらし入り豚汁サービス【各日先着100名様】
　　 筑波山名物福来みかん物産品販売
場所│筑波山おもてなし館

内容│梅の枝を使ったボールペン作り（200円）
場所│フォレストアドベンチャー・つくば

11月28日㈯
 11：00 ～

内容│秋の感謝祭ケーブルカー・ロープウェイ乗車記念プレゼント【各駅先着50名様】
場所│ケーブルカー宮脇駅・ロープウェイつつじヶ丘駅

内容│筑波山ガマの油売り口上
場所│ケーブルカー筑波山頂駅前展望フロア

場所│ケーブルカー筑波山頂駅前展望フロア
※天候や出演者の都合により中止となる場合がございます。

11月1日㈰ 18：00 ～
夜の筑波山で和太鼓演奏披露（和太鼓グループ彩）

11月14日㈯ 18：00 ～
夜のマジックショーと甘酒のサービス

11月21日㈯ 18：00 ～
からだあたたまるトン汁炊き出しサービス

参加者募集！ ハイキングイベント筑波山神社秋季御座替祭
期　　日│11月1日㈰
場　　所│筑波山神社境内
　　　　　御神橋特別開放　9：10～16：00
　　　　　神幸祭 14：30～（六丁目鳥居）
　　　　　拝殿到着 16：00
問い合わせ│筑波山神社　029－866－0502

筑波山紅葉狩り～筑波山四季の道～
中腹のハイキングコース～四季の道～を散策
期　　日│１１月１３日㈮　※茨城県民の日
募集定員│５０名　[要予約]　　参 加 費│200円（駐車場有料）
コ ー ス│筑波山おもてなし館（９：３０～１０：００集合）→
　　　　　四季の道→筑波山神社→
　　　　　ケーブルカー宮脇駅（１２：３０頃自由散策・解散）
参加特典│筑波山オリジナルボールペン・TXオリジナルキャップ・ケーブルカー割引券（２割引）
お申し込み│筑波山観光案内所 Tel：029－８６６－１６１６

紅葉の筑波山ハイキング
筑波山神社での正式参拝などの特典盛りだくさん
期　　日│１１月１７日㈫　　募集定員│80名　［要予約］
参 加 費│無料　※コース内の交通費は各自の負担となります。
コ ー ス│つくば駅（８：４０～９：００集合）→バス→
　　　　　筑波山神社（正式参拝・巫女舞奉納）→ケーブルカー→
　　　　　山頂・自然研究路（１２：３０頃自由散策・解散）
参加特典│筑波山神社正式参拝（巫女舞奉納）・筑波ブランド北条米プレゼント 他
お申し込み│筑波観光鉄道株式会社 Tel：029－８６６－０６１１
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筑波山四季の道
（散策コース）一周約60分

●定められた登山道を歩きましょう！
●筑波山は国定公園です！

●動植物などの保護につとめましょう！
●山火事の防止に心がけましょう！
●マナーを守りましょう！
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筑波山秋の見どころMAP

ケーブルカー・ロープウェイ料金表
 ケーブルカー ロープウェイ
大人※1片道 580 620
大人往復 1,050 1,100
小児※2片道 290 310
小児往復 530 550
ケーブルカー＆  大人1,500
ロープウェイ往復セット  小児750
※1中学生～　※2６歳～　※団体割引あり

県営つつじヶ丘駐車場料金表

普 通 車 400円　　100円
二 輪 車 200円　　100円
マイクロバス 1,000円　　200円
大型バス 1,600円　　300円

～10分 10分を超え
2時間まで

2時間超え
1時間毎に

無
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オススメ

市営駐車場料金表

普通車 500円／回
二輪車（P2のみ駐車可） 250円／回
大型車（P1・2・3のみ駐車可） 2,000円／回

P1・P2・P3・P4

車道

トイレ 駐車場

登山道

P

!

陶芸体験要予約 Tel：029-866-2688
MAPⒶ  つくば市沼田1700-8（梅林隣接）

登り窯

筑波山パワースポットのご紹介

ケーブルカー宮脇駅周辺

筑波山神社境内

山頂・御幸ヶ原

御幸ヶ原

山頂・ロープウェイ女体山駅

自然研究路

筑波山神社の大杉 紫峰杉と男女川源流 大石重ね

山全体が御神体という筑波山には,自然から感じる癒しのスポット
伝説や言い伝えなどが残るパワースポットが点在します。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
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筑波ブランド北条米おにぎり
コマ展望台 【土日祝】
筑波山麓で生産された献上米「北条米」を
使用したおにぎりです。
３００円【２ヶパック】
☎029-866-0918

ギャラリー
教室

美肌の湯  日帰り温泉 〔泉質〕アルカリ性単純泉
〔効能〕神経痛・疲労回復・美肌効果 他

9 筑波山江戸屋
電　　話│029‒866‒0321
営業時間│11：30～15：00

10 筑波山ホテル青木屋
電　　話│029‒866‒0311
営業時間│12：00～15：00

11 つくばグランドホテル
電　　話│029‒866‒1111
営業時間│12：00～15：00（土・日・祝のみ）

12 筑波山温泉つくば湯
電　　話│029‒866‒2983
営業時間│10：00～19：00

13 筑波温泉ホテル
電　　話│029‒866‒0521
営業時間│12：00～19：00

14 筑波山京成ホテル
電　　話│029‒866‒0831
営業時間│12：00～15：30（月曜休み）

※定休日・点検日等がございます。必ずご確認のうえお出かけください。

紅葉スポット 筑波山紅葉
見どころポイント

和太鼓グループ彩 ～sai～

福来みかんのシャーベット

数量限定！売り切れ御免！
秋の味覚を楽しもう!!


