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あしたはいっしょに
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観光に関する問い合わせ　（公社）佐倉市観光協会　TEL  043-486-6000
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〒285-8501　千葉県佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所

茶粋心
ちゃすいしん P5

印印清祥庵 京成佐倉南口店
せいしょうあん けいせいさくらみなみぐちてん P4

旭鶴
あさひづる P4

印

陶芸の瀧
とうげいのたき P10

印 ピンコロ農園
ピンコロのうえん P10

印

工房ソリッソ
こうぼうソリッソ P10

印

Honu Cafe
ホヌカフェ P13

印 秋田屋
あきたや P14

印

蔵六餅本舗 木村屋
ぞうろくもちほんぽ きむらや P5、14

印 佐倉きのこ園
さくらきのこえん P6

印 マルシェかしま
 P7

印

金子牧場
かねこぼくじょう P7

印

佐倉天然温泉 澄流
さくらてんねんおんせん  すみれ P11

印 MARUSU Bagel
マルスベーグル P12

印

つむぎ
 P13

印

欧風洋菓子 イルピーノ
おうふうようがし イルピーノ P14

印 Work-Works
ワークワークス P15

印

有効期限　2018年2月28日（水）〜2019年3月31日（日）

各店舗、施設のサービスはこちらでご確認ください。

http://www.city.sakura.lg.jp/
sakura/meguri/

お得なさくらクーポン
旅の思い出を作る

　　　　マークが付いている店舗や施設でこちらのクーポンを見せると、お得なサービスが受
けられます。旅の醍醐味の一つは人と人とのふれあいです。クーポンをきっかけに生まれるや
りとりの思い出も、おみやげとしてお持ち帰りください。

クーポンを使うときは、店舗や施設で印を押してもらってください

クーポン１枚でグループ内すべての方にサービスが適用されます
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ねえ、あした
佐倉へ行ってみない？

東京から成田に向かって 1時間。

そこには、多彩な魅力にあふれたまちがあります。

日本遺産に選ばれた「サムライのまち」。

四季の花が咲き、豊かな自然に囲まれたまち。

多くの人材と、文化が育まれたまち。

画になる景色と、さまざまな体験に出会えるまち。

千葉県佐倉市では、日常のすぐそばで、

突然の非日常があなたを迎えることでしょう。

あした予定が空いたなら、

ちょっと出かけてみませんか。

C o n t e n t s

A c c e s s

電車
●	東京方面から
	 京成本線「上野駅」→「京成佐倉駅」特急・快速特急で約55分
	 JR総武線快速「東京駅」→「佐倉駅」約60分
●	成田方面から
	 京成本線「成田空港駅」→「京成佐倉駅」特急で約20分

●	東京方面から
	 首都高速「箱崎JCT」→東関東自動車道「四街道IC」約35分
●	成田方面から
	 東関東自動車道「成田IC」→「佐倉IC」約10分

自動車

スマートフォンでさくらめぐり

	 4	 日帰りさくらめぐり
	 	「女子旅コース」
	 6	 日帰りさくらめぐり
	 	「ファミリーコース」
	 8	 さくらで
	 	 カルチャー＆ヒストリー
	 10	 さくらでアクティビティ
	 12	 さくらでグルメ
	 15	 さくらでおみやげ
	16	 さくらのシーズン
	18	 佐倉市観光スポットMAP
	20	 お得なさくらクーポン

佐倉市
千葉県

チ
ー
バ
く
ん

のほ
っぺです

佐倉ふるさと広場にあるオラン
ダ風車の風景に、色とりどりの
チューリップが鮮やかに花を添
えます。

佐倉
チューリップフェスタ

４月上旬～下旬  
9:00～16:00
佐倉ふるさと広場（→p7）

休：定休日
：営業時間
：電話番号

：住所
￥：費用（税込）
問：問い合わせ

※各店舗・施設は、記載のほか祝日の代休や
年末年始のため休業となる場合があります。

店舗・施設情報のアイコンについて
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日帰り

女子旅コース

京成佐倉駅
出発

20:00

12:15

数々の西欧絵画の名品をコレクション。非日
常的な美しく洗練された空間で、心も体もリ
フレッシュできます。

休 月曜 9:30～17:00 050 -5541-
8600（ハローダイヤル） 佐倉市坂戸631

最後の佐倉藩主が1890年に設けた邸宅・庭
園。全国的にも貴重な明治期の旧大名家の和
風邸宅で、国の重要文化財にもなっています。

休 月曜 9:30～16:30 （入館は16:00
まで） 043-483-2390 佐倉市鏑木町
274 ￥一般320円

フランス料理

Chez Mura
フランスりょうり
シェ・ムラ

高級感とカジュア
ルさを兼ね備えた
アットホームなフ
レンチレストラン。
慌ただしい日常を
忘れゆったりとし
た時間を。 休月曜 （不定休あり）

11:30～14:30（ランチ）、
17:30～22:00（ディナー）

043-484-1640 
佐倉市表町3-1-5

￥ B.ランチコース2,700円

1

Chez Mura2

旧堀田邸4

茶粋心6

Cafe Sucre10 清祥庵8

麻賀多神社5

蔵六餅本舗木村屋7

Lunc
h!

17:00

白と藍色で統一された大人な空間で、新鮮地野
菜やヤマニ味噌を使用した絶品コンチネンタル
料理を。佐倉の地酒、地ビールを楽しみながら
ガールズトークで特別な1日を締めくくり！

清祥庵 京成佐倉南口店 
せいしょうあん けいせいさくらみなみぐちてん

女

子旅コースMAP

JR佐倉駅前
観光情報
センター 佐倉駅

佐倉城址公園

物井駅

京成佐倉駅

佐倉IC

大佐倉駅

鹿
島
川

京成本線

JR総武
本線

楽しみだね！

リフレッシュ
したねー

9:00
9:40

14:40

DIC川村記念美術館 
DICかわむらきねんびじゅつかん

城下町散策

お茶の老舗「小川園」本
店２階の和カフェ。佐倉
茶を使ったメニューが楽
しめます。→p14

￥佐倉茶オレ400円

茶粋心 ちゃすいしん

旧佐倉藩の総鎮守。恋愛成就、安産子
育・健康守護・事業発展のご利益あり。
お参りすれば穏やかな心に。→p9

麻賀多神社 まかたじんじゃ

13:30

旧堀田邸
きゅうほったてい

バスで移動

2

4

6

8

JR佐倉駅前
観光情報センター
レンタサイクル貸し出し

JRさくらえきまえ
かんこうじょうほうセンター

￥ 500円（1日）

きれいだにゃ〜

銀座木村屋の2号店
として明治時代に創
業。餅入り最中「蔵
六餅」は、佐倉市銘

菓として知られています。→p14

蔵六餅本舗
木村屋 
ぞうろくもちほんぽ 
きむらや

足を伸ばしてみよう

1830年創業の酒蔵。酒
蔵見学（見学の7日前ま
でに要問い合わせ）では、
蔵内を見学しながら旭鶴
の酒造りについて学ぶこ
とができます。

休日曜 9:00～18:00（酒蔵見学は見学20分、利き酒20分
程度） 0120-65-0002 佐倉市馬渡918

￥酒蔵見学300円

旭鶴 あさひづる Cafe Sucre
カフェ シュクル

下記の4ヶ所で貸し出し、返却ができます。

● 佐倉市観光協会（観光案内所） 043-486 -
6000／● JR佐倉駅前観光情報センター（ JR
佐倉駅北口階段下） 043-485-9700／● 佐倉
ふるさと広場 043-486 -8898／● サンサン
サイクル（京成臼井駅南口） 043-487-3111 

9:00～16:00（サンサンサイクルのみ10:00
～18:00）  ￥ 500円、電動アシスト付1,000円（１
日） 問佐倉市観光協会 043-486 -6000

レンタサイクル情報

酒蔵見学
できます

美術館送迎バス
（無料）

￥キャラメルバナナ
ワッフル 756円

女子旅にぴったりな居
心地のいい北欧系カ
フェ。素材にこだわった
焼きたてワッフルが人
気。北欧雑貨も。

休月曜 
11:00～18:00 043-308-8788 佐倉市城内町91-11

DIC川村記念美術館1

5

￥蔵六餅150円（１個）

7

3

9 10

旭鶴9

東関東自
動車
道

京成佐倉駅
到着

3

￥一般1,000円～（展示内容による）

※レンタサイクルは16:00ま
でに返却。佐倉市観光協会
（ 043-486-6000）が最
寄りです。

Excellent!

休火曜  
11: 00～ 15 : 00／

17: 00～20 : 00 
043-483-5570 
佐倉市

栄町 19-5-101 ￥人気No.1 レディースセット2,462円
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佐倉から少し足を伸ばせば、酒々
井プレミアム・アウトレットに立
ち寄ることも。お得なプライス
でお買い物を楽しめます。

休 2月第3木曜 10:00～20:00（店舗により
異なる） 043- 481-6160 印旛郡酒々井町飯
積2-4-1 

酒々井プレミアム・アウトレット
近くにあります！

日帰り

ファミリーコース

東関東自動車道

佐倉IC出口出発

9:30

ハウス栽培のしいたけ狩りを楽しめま
す。収穫したしいたけは園内のバーベ
キューガーデンで炭火焼きにすることも
できます。大きなしいたけを収穫するな
ら、朝の早い時間が狙い目！

休月曜 8:00～16:00 
043-486 -3987
佐倉市太田2395

印旛沼に沈む夕日を眺めなが
ら今日にさよなら。キャンプ
場もあるので、今度は一泊し
てみるのもいいかも。

休無休  8 : 0 0～ 17 : 0 0
（受付時間） 

0 43 - 4 8 4 -10 11
佐倉市飯野町 2 7

9:40

佐倉きのこ園 さくらきのこえん

お昼ご飯は、佐倉ふるさと広
場近くのマルシェかしまで、地
元の新鮮野菜やお米を使ったメニューをテイクアウ
ト。ふるさと広場の風車を眺めながらのんびりと味
わえば、心も体もリフレッシュ。

マルシェかしま
休 8/13～15 9:00～17:00（10月
～3月）、9:00～17:30（4月～9月） 

043-310 -7790 佐倉市角来字飯
野向1758-3

佐倉ふるさと広場 佐蘭花（売店）
休無休 9:00～17:00（風車
は月曜休館、運転時間は9:30
～12:00、13:00～16:00） 

043-486 -8898 佐倉市臼
井田2714
※レンタサイクルはp5

11:30

佐倉ふるさと広場
さくらふるさとひろば

マルシェかしま
マルシェかしま

絶品TKG
（卵かけごはん）
あります！

季節の花々に囲
まれた風車の風景は、
色鮮やかでとってもフォ
トジェニック。旅の思い
出を写真に残してみま
せんか？

千

葉
県屈指のインスタスポット

ファ
ミリーコースMAP

食後のデザートには、目の前の牧場で搾った牛乳
を使った絶品ソフトクリームを。さっぱりとした
自然な甘さに、子どもも大人も大満足。

金子牧場
かねこぼくじょう

13:40

お腹を満たした後は、緑豊かな自然の中で遊べる佐
倉草ぶえの丘へ。土日には動物とのふれあいも楽し
めます（→p11）。自然の中を駆け抜ける全長1.1
㎞のミニ鉄道には、子どもたちも大興奮！

休無休 9:00～17:00 043-485-7821 
佐倉市飯野820

￥大人410円、小・中学生100円、
未就学児無料（入園料） 

佐倉草ぶえの丘 さくらくさぶえのおか14:20

印旛沼サンセットヒルズ いんばぬまサンセットヒルズ17:00

休水曜 10:00～16:00 
043-485-0792 佐倉市山崎489

2

35

東関東自動車道
四街道IC入口

到着

足を伸ばしてみよう

佐倉城の跡を整備した公園。
四季折々の花の名所です。

043-484-0679  
佐倉市城内町官有無番地

6

帰りたくないなあ

4

7

佐倉きのこ園1

金子牧場3

印旛沼サンセットヒルズ5

佐倉ふるさと広場
マルシェかしま

2

佐倉草ぶえの丘4

佐倉城址公園6

酒々井
プレミアム・
アウトレット

7

佐倉駅
酒々井PA

佐倉IC四街道IC

酒々井IC京成佐倉駅

鹿
島
川

京成本線

JR
総

武
本

線

JR成田線

東
関
東
自
動
車
道

1

採りたてしいたけの
豊かな風味を

お楽しみください！

￥入場無料 、持ち帰りは
100g 220円（税別）から

風車の2階にはオランダ自転
車の展示もあります。

￥卵かけごはんセット300円

Lunch!

Beautifu
l!

18:30

いっぱい遊んで
楽しかったね

ヨーグルトや牛乳も
おいしいモ〜

￥ソフトクリーム
350円

佐倉城址公園
さくらじょうしこうえん

→
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さくらでカルチャー＆ヒストリー
個性的な博物館や美術館、風情が残る城下町。

慌ただしく過ぎていく毎日の時間を忘れて
ゆっくりのんびりと思索にふけってみませんか？

いっしょにめぐろう

休月曜 9:30～17:00（3月～ 9月）、9:30～16:30
（10月～2月） 043-486 -0123 佐倉市城内町 117 

￥ 420円（一般）

国立歴史民俗博物館 
こくりつれきしみんぞくはくぶつかん

古代の土器から昭和の街並みまで、日本の歴史と
文化の研究成果が展示されているユニークな博物
館。ジオラマや模型を用いた展示は見応え十分。

休土・日・月曜（第3土曜は開館） 10:00～16:00 
043-486 -7097 佐倉市裏新町1-4 ￥無料

https://hokuso-4cities.com

塚本美術館
つかもとびじゅつかん

刀剣類だけを展示する城
下町佐倉ならではの美術
館。光を浴びると妖艶に
輝く日本刀は、まさに鉄
の芸術品！

武家屋敷  ぶけやしき

佐倉順天堂記念館
さくらじゅんてんどうきねんかん

佐倉城址公園  さくらじょうしこうえん
江戸時代に佐倉藩士の住んだ3棟の屋敷に、当時の武士の生活
がうかがえる調度品や屋敷に関する資料が展示されています。

休月曜 9:00～17:00 
（入館は16:30まで）

043-486 -2947 
佐倉市宮小路町57 

￥一般210円（入館料）

江戸時代末期、蘭医の佐藤泰然が開いた蘭医学の塾兼診療
所。明治の医学界を支えた多くの人材を輩出しました。建物
の一部や当時用いられていた医療器具などを見学できます。

日本を開国に導いた幕末期の藩主・堀田正睦（まさよし）
など、有力な大名が城主となった佐倉城。現在は、天守閣
跡、空堀などが残されています。→p6

休月曜 9:00～17:00（入館は16:30まで） 
043- 485-5017 佐倉市本町81 ￥一般100円

コレクションの中から3ヶ月ごとに展示
品が変わっていきます。

佐倉城の跡地に建つ博物館。伝統の草花を集めた「くらし
の植物苑」もあります。

20世紀を代表するさまざま
なデザイナーズ・チェアも。

歴史のまち　さくら

江戸時代の雰囲気を残す
竹林の坂道です。

サムライの古径（こみち）
ひよどり坂

麻賀多神社  
まかたじんじゃ

古くから「まかたさま」
と親しまれ、地域で崇
敬されてきたお社。境
内の大銀杏はなんと
樹齢800年以上と言
われています。

043-484-0392 佐倉市鏑木町933-1

実際に座っても
OK！

佐倉市立美術館  さくらしりつびじゅつかん
佐倉市・千葉県にゆかりのある作家や、版画、現代
アートなど、幅広いジャンルを展示します。レトロ
なエントランスホールも見所。

休月曜 10:00～18:00 043-485-7851 
佐倉市新町210 ￥無料（特別企画展のみ有料）

世界から一番近いサムライのまち

 日本遺産・佐倉

認定された主な文化財
・佐倉城址公園
　　→p6、p9、p16

・武家屋敷→ p9、p10

・旧堀田邸→ p5
・旧佐倉順天堂→ p9
・城下町佐倉の祭礼→p17

江戸時代の情緒が残る、千葉県北部の四都市、佐倉市、成
田市、香取市、銚子市は「北総四都市江戸紀行～江戸を感
じる北総の町並み」として日本遺産に認定されました。成
田空港がある「世界から一番近い江戸」のなかで、佐倉市
は城下町としての個性を示しています。

武家屋敷通りの
つきあたり
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さくら でアク ティビ ティ
せっかくの旅行なら、普段できないようなことがしてみたい！

そんなあなたにも佐倉がピッタリ。
文化や自然にふれる体験、してみませんか？

アクティビティもいいけれど、のんびり体を休めたい。そんなとき
は佐倉の温泉につかってさっぱりしませんか？ リフレッシュに最
適な2つの温泉施設をご紹介します。

いっしょにあそぼう

甲冑体験

田植えや芋掘りなどの
農業体験が季節ごとに
開催されます。都会で
はなかなかできない体
験に子どももワクワク。

4棟のログハウスは、調理器
具・空調を完備。森の中で静
かに過ごす夜は、子どもたちに
とって特別な思い出に。

園内では、ウサギやヤギ、ポ
ニーなどさまざまな動物と
ふれあえます。ヤギさんえ
さやり体験などのイベント
も開催されています。

農業体験

さくらでリフレッシュ

休不定休 9:00～21:00 043-487-3969 佐倉
市吉見541-1 ￥大人5,500円、小学生以下2,500円（１日
手作り陶器体験コース）

10:00～12:00、13:00～15:00 
050 -3084-0989 ￥ 4,000円（1日体験教室）

休火曜 9:00～16:00 090 -6187-8642 佐倉
市畔田525-1 ￥中学生以上500円、小学生300円、未
就学児無料（入園料）

休月曜 9:00～17:00 043-486 -2947 
佐倉市宮小路町57 ￥一般210円（甲冑体験は無料）

陶芸の瀧 とうげいのたき

工房ソリッソ こうぼうソリッソ

ピンコロ農園 ピンコロのうえん

武家屋敷 ぶけやしき

関東で唯一、有田焼の伝統を
引き継ぐ陶芸施設。現役陶芸
作家に教えてもらえるので初心者でも安心。1ヶ月
後の焼き上がりに心が躍ること間違いなし。

専用のペンを使ってガラスに手彫りで
模様を刻む、ヨーロッパ伝統工芸「グラ
スリッツェン」の体験。 2時間でオリジ
ナルの模様入りグラスが完成です。

6月上旬から9月中旬までの期間限
定で楽しめるブルーベリー摘み。
時間は無制限で、100g250円で持
ち帰ることができます。

江戸時代に佐倉藩士の住んだ武
家屋敷で、甲冑を試着することが
可能（年5回程度）。まるでタイ
ムスリップしたような感覚に。

陶芸 ブルーベリー摘み

グラスリッツェン

おいしいジャムも
売ってます！

イニシャル入り
ガラス作れます

完成！

どっこいしょ

6名まで
宿泊できます

食べた
ー！

メェェェェ

子どもも私も
ここが大好き♥

とっても
おとなしいね

湯船から
お湯があふれる
自慢のお風呂！

アクア・ユーカリ

ログハウス

動物とのふれあい

イベント開催情報は
http://www.city.sakura.lg.jp/

sakura/kusabue/

佐倉草ぶえの丘
（→p6）

子どもイキイキ
自然体験

休無休 10:00～24:00 043- 488-1001 
佐倉市ユーカリが丘3-2-１ ￥大人1,950円、4才～小学6年生1,080円

（休日料金、フェイスタオル・バスタオル・館内着付） 

休 3月・6月・9月・12月の第2木曜 7:00～24:00（最終受付23:00） 
043-497-2625 佐倉市染井野4-7-3 

￥大人950円、中学生未満550円（休日料金）（アメニティは別）

佐倉天然温泉 澄流
さくらてんねんおんせん  すみれ

自然と調和した源泉かけ流し露天風呂
やジェット、マッサージ風呂、サウナ、岩
盤浴まで楽しむことができます。癒し
の空間で疲れた体をリフレッシュ！
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さくら でグルメ
ホッと休める場所を見つけに行こう。
時がゆっくりと流れる「さくら時間」。

おいしいものを食べながらやすらぎのひとときを過ごしませんか？

いっしょにたべよう

￥ Oishiiお野菜ロースト（R）1,280円

￥最高級抹茶寒天と有機玄米粉白玉の自家製マクロビあ
んみつ 季節の果物を添えて お茶セット1,370 円

￥（左）ごまあずき 190円、（右手前）ペッパーWチーズ 
200円、（右奥）抹茶黒豆クリームチーズ 230円

休日・月曜 8:00 ～ 15:00 
043-372-5289 佐倉市染井野5-7-1

休木曜 11:00 ～ 22:30 
 043-497-3350 佐倉市白銀 2-3-3

MARUSU Bagel マルスベーグル Yasai STYLE ヤサイスタイル
国産小麦100％のベーグ
ルなど、こだわりの食材を
使ってさまざまなパンを
作っています。地元農家
の野菜を使ったランチプ
レートやスープセットも。

オーガニック野菜やグルテ
ンフリーのパスタなど、こ
だわりの食材を使用するカ
フェダイニング。店内は座
り心地の良いソファが並
び、温もりがあります。

￥日替わりランチ 1,296円～

休月曜 11:00 ～ 18:00 
043-486 -1147 佐倉市江原497

Cafe Sokeri カフェ ソケリ

フィンランドの田舎町を
イメージしたカフェ。ゆと
りのあるスペースに、穏や
かな空気が流れる店内に
は、子どもが遊ぶスペース
も用意されています。

￥レーズン食パンの
フレンチトースト 972円

休月・火曜 8:00 ～ 17:00 
043-377-3752 佐倉市ユーカリが丘2-2-7

つむぎ
国産小麦や全粒粉を使用
することで、体にやさしく
栄養価の高いものを提供
しています。フランスパ
ン、ドイツパン、惣菜パン
など幅広く用意。

休月～木曜 11:00 ～ 18:00 
043-484-0198 佐倉市鏑木町1200 -1　

茶琴神明  チャゴトシンメイ
100年以上の歴史を持つ家
屋を、受け継ぎ利用した和カ
フェです。無農薬・無化学
肥料栽培の食材を利用した
マクロビメニューや自家製
甘味があります。

￥ハワイアンデラックスバーガー1,566円

休月曜 
11:30 ～ 22:00
043-309-9529 
佐倉市ユーカリが丘2-32-6 -1F-A 

Honu Cafe  ホヌカフェ
ボリュームたっぷりのハンバーガーやオリジナ
ルパンケーキが人気のハワイアンカフェ。ハワ
イアンビールはも
ちろん、地ビール
も用意しています。

￥パスタランチ1,728円
￥ローストポークサンド756円

Belvedere べルヴェデーレ
休月曜 10:00～17:00 

043-498-0848 
佐倉市坂戸631

Buona Giornata
ブォナ ジョルナータ

休月曜 10:00～18:00 
043-485-7851 
佐倉市新町210 

佐倉市立美術館1F

アートの余韻とともに

美術館併設
カフェ＆

レストラン

DIC川村記念美術館
佐倉市立美術館

さくらカフェコレクション
どこがお好き？
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休日曜・祝日 9:00～18:00
（p5「茶粋心」は11:00～16:30） 

043-484-0127 佐倉市新町192

Shop Data￥佐倉十一萬石
最中 140円

￥佐倉
香りの生

540円

蔵六餅本舗 木村屋
ぞうろくもちほんぽ きむらや

休水曜 9:00～18:00 
043-484-0021 
佐倉市新町222-1

Shop Data

欧風洋菓子 イルピーノ 
おうふうようがし イルピーノ

休火曜 10:00～19:30 
043-489-6405 
佐倉市稲荷台2-6 -7

Shop Data

ロコビア
休不定休 10:00～20:00

043-463-0195 
佐倉市上座1193

シモアール ユーカリが丘店

Shop Data

さくらグルメ
おうちでも

さくらで おみやげ
さまざまな国や地域から届いた贈り物。

佐倉だからこそ手に入れられる
あなただけのコレクションを探しに行きませんか？

いっしょにさがそう
和食 洋食どちらでも！

休水曜 11:30～14:00／
17:30～22:30 

043-486 -6469 
佐倉市宮前3-12-4

休水曜 11:30～15:30／
17:30～22:00 

043-489-8951 
佐倉市臼井1567-2

秋田屋 あきたや リストランテ カステッロ
和の空間で楽しむ会席料理ときりたんぽ鍋のお店。
四季によって味わえる旬な食材で作られた会席料
理は絶品です。会席仕立弁当の配達も行っていま
す。

スタッフが育てた無農薬の野菜や四季折々の食材
を用いる、本格的イタリアンレストラン。ヨーロッ
パ調の建物とガーデンの景色をお楽しみください。

Kirkas
キルカス

北欧から届いた雑貨のお店。
カラフルなインテリアやス
テーショナリーがあります。
休月曜 11:00～17:00 

043-486 -1147 
佐倉市江原497

Work-Works
ワークワークス

作家が作った1点物や国内外
のアンティークなど、特別が
詰まったギャラリーショップ。
休月・火曜 11:00～17:00 

043-309-6617 
佐倉市鏑木町1197

佐倉マナーハウス 
さくらマナーハウス

イギリス食器やヴィンテージ
品などを扱うショップ。200年
以上前のレンガを使った暖炉
も必見。カフェスペースあり。
休不定休 10:00～18:00 

043-312-2272 
佐倉市上志津1334

￥レディース御膳【かぐや姫】 1,350円 手打ちパスタのタヤリン 活エゾアワビと季節野菜のソース
（注文はコース料理のみ）

お城を形どった最中

桜の香りが口の中で
ふんわりと広がります。

フルーティーで飲みやすい
佐倉のエール

￥桜フィナンシェ
7枚入り1,300円

天皇皇后両陛下、皇太子殿下に
献上している緑茶

￥特別
手仕上げ茶
献上茶
2,160円

おみやげ
に

どうぞ！ JA千葉みらい農産物直売所
野菜畑 佐倉店

043-485-6115 佐倉市寺崎761

佐倉きのこ園
043-486 -3987 佐倉市太田2395

やとみ直売所
043-498-1316 佐倉市岩富町532

和田あぐりマーケット
043-483-1755 佐倉市高岡311

農産物直売所 樫の木
043-464-0039 佐倉市青菅940 -1

佐倉草ぶえの丘直売所
043-485-7821 佐倉市飯野820

マルシェ かしま
043-310 -7790 佐倉市角来字飯野向1758-3

金子牧場
043-485-0792 佐倉市山崎489

Grace Harvest ─オーガニック─
043-309-8372 佐倉市生谷1304

休業日・営業時間はHPでご確認ください。

地元野菜はいかが？
歴博でも売ってます！
オリジナルグッズ

国立歴史民俗博物館オリジ
ナルの妖怪マスキングテー
プ。「百鬼夜行」と「おばけ
づくし」の2種類。→p8

￥妖怪マスキングテープ
540円

小川園 佐倉新町本店 
おがわえん さくらしんまちほんてん

Sakura_pamph2018.indd   14-15 2018/02/13   19:05
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さくら のシ ーズ ン
春夏秋冬、佐倉には四季折々の表情があります。
美しい花々に、地域で行われる楽しいイベント。

季節を感じに佐倉へ行こう。

いっしょにでかけよう

バラに関するイベントに加え、販売やガーデン
コンサートなどが行われます。

ローズフェスティバル

5月中旬～6月上旬の毎日   9:00～17:00 
佐倉草ぶえの丘（→p6）

「日本100名城」の佐倉城址に、約50品種・約
1,100本の桜が咲き誇ります。期間中は佐倉の名
産品や飲食物の販売も行われます。

佐倉城址公園の桜

４月上旬  10:00～16:00（雨天決行・荒天中止） 
佐倉城址公園（→p6）

DIC川村記 念 美 術 館
（→p4）の自然散策路に
咲くハス。その光景は
まるで絵画のよう。

大賀ハス

約70着の着物のレンタルと
着付け（¥3,000、要予約）
に加え、記念撮影や抹茶と
お菓子のサービスもありま
す。イベント参加者は、旧堀
田邸、武家屋敷、佐倉順天
堂記念館の入場が無料に。

佐倉城下町
きもの散歩・ひなめぐり

11月中旬～4月上旬の土・
日・祝日（実施日は要確認）
10:00～16:00 佐倉一里
塚 043-483-3535

千葉にゆかりのある作家たちのクラ
フトフェア。アート作品、クラフト作
品販売やイートインスペースで多種
多様なローカルグルメも楽しめます。

にわのわ 
アート＆クラフトフェア・チバ

6月上旬の土・日 
10:00～16:00
（雨天決行・荒天中止） 
佐倉城址公園（→p6）

5月中旬〜

4月上旬

7月上旬

6月上旬

風車と一面のひ
まわりが作る景色
は、佐倉の夏の風
物詩です。期間中
は観光船の運航や
『ふるさと市』など
が行われます。

風車の
ひまわり
ガーデン

7月上旬～下旬の毎日   
佐倉ふるさと広場（→p7）

県内最大規模の打ち上げ数に加
え、関東最大級の二尺玉や関東で
は珍しい手筒花火など、質・量と
もに圧巻の花火大会。

佐倉花火フェスタ

8月上旬

8月第1土曜 19:00～20:30（荒
天の場合、翌日順延） 
佐倉ふるさと広場（→p7）周辺

ご来場、
お待ちしています！

佐倉・時代まつり
佐倉の町がまるごと江
戸時代に。江戸を体感
できるイベントが盛り
だくさんです。

11月中旬の土曜　
10:00～15:00
（荒天の場合、翌日順延） 
新町通り

11月中旬

佐倉市では市内の花の名所を「佐
倉花めぐり観光マップ」として発
行しています。イベントに合わせ
て、それぞれの時期の花めぐりを
楽しんでみませんか？

6月下旬〜
閑静な旧堀田邸（→p5）の庭
園に色づくイチョウやモミジ。
日本の美しさを感じられます。

旧堀田邸の紅葉
11月下旬

10月第2金・土・日  15:00～22:00 
新町通り（佐倉市立美術館前の通り）周辺

威勢良い掛け声に乗って、麻賀多神社の大神輿の渡御、20を
超える山車・御神酒所の曳き廻しで、城下町が盛り上がりま
す。350年以上の長い歴史を持つ祭礼です。

佐倉の秋祭り
10月中旬

水上花火も
あります！

花めぐりのススメ

11月中旬〜
きもの散歩

2月中旬〜
ひなめぐり
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新規トレース範囲

佐倉市観光スポットMAP
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宿泊施設

043-310 -7595（受付時間：10:00～21:00）  佐倉市新町168

コワーキングスペースやレンタル
スペースなど多彩な機能を持つ、
佐倉市で初のゲストハウスです。

おもてなしラボ1

043-489-6111 FAX 043-489-8156  佐倉市ユーカリが丘4-8-1

ウィシュトンホテル・ユーカリ2

043-484-5000 FAX 043-484-5005  佐倉市大崎台1-13-1

佐倉第一ホテル3

043-486 -7711 FAX 043-486 -5000  佐倉市大崎台1-6 -1

ホテル リッチタイム4
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ジョギングやサイクリングで、

佐倉の風を感じてみませんか？
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