
4/6（火）
ＪＲ津田沼 5:45発

東京駅 6:30着 6:50発
姫路駅 9:59着 距離表示 13,384k

10:10 レンタカー 10:30発
姫路市 10:40着 日本の桜百選 満開、素晴しい☆☆☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ,ﾔｴｻﾞｸﾗ　 4月上旬
桜祭（4月4日）夜桜（4月3日～4月12日）

兵庫県姫路市本町68 JR姫路駅・山陽電鉄山陽姫路駅から徒歩約15分
079-285-1146(姫路市姫路城管理事務所)

11:25発 (10.5ｋ) xx号(1ｋ) 国2号(8ｋ) xx号(1.5ｋ)
高砂市 11:40着 桜の名所８００
パス ｿﾒｲﾖｼﾉ 4月上旬～4月下旬　

桜祭（なし）夜桜（なし）
兵庫県高砂市阿弥陀町地徳 JR曽根駅から徒歩25分

またはJR加古川駅からバス約27分「鹿島神社」下車
079-443-9030(高砂市産業振興課)
079-443-0500(高砂市観光協会)

11:40発 (25ｋ) 県62号(3ｋ) 国2号姫路ﾊﾞｲﾊﾟｽ(20ｋ) 加古川 xx号(2ｋ)
加古川市 12:00着 さくら名所１００選 満開☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾋｶﾝｻﾞｸﾗ,ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ﾔｴｻﾞｸﾗ　 3月下旬～5月上旬
桜祭（4月29日）夜桜（3月14日～5月6日）

兵庫県加古川市加古川町大野1682 JR日岡駅から徒歩約5分J
079-427-9270(加古川市公園緑地課) JR加古川駅からバス約10分「日岡山公園」下車徒歩すぐ

079-426-6710
昼食たこ焼き、焼きソバ（12:20-13:00）

13:20発 (28ｋ) 県18号(7ｋ) 国250号明姫ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ(17ｋ) 国2号(4ｋ)
明石市 14:11着 さくら名所１００選 満開、桜は少ない☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ 桜祭（なし）夜桜（なし） 3月下旬～4月上旬
兵庫県明石市明石公園1-27 JR明石駅から徒歩約3分

山陽電鉄山陽明石駅から徒歩約3分
078-912-7600(（財）兵庫県園芸・公園協会)

13:55発 (22ｋ) 国2号(21ｋ) xx号(1ｋ)
神戸市 14:15着 桜の名所８００ 4/4)5分咲き
パス ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｻﾄｻﾞｸﾗ　 4月上旬

桜祭（なし）夜桜（なし）
兵庫県神戸市須磨区一の谷町5-3-2 山陽電鉄須磨浦公園駅から徒歩すぐ

JR須磨駅から徒歩約10分
078-795-5656(（財）神戸市公園緑化協会)
078-731-2520

14:35発 (22ｋ) xx号(1ｋ) 国2号(35ｋ) xx号(1ｋ)
15:31着 桜の名所８００ 満開、期待以上☆☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ　 桜祭（なし）夜桜（開花にあわせて） 3月下旬～4月上旬
兵庫県神戸市灘区王子町3丁目1 阪急神戸本線王子公園駅から徒歩約3分

078-861-5624(王子動物園) JR灘駅から徒歩約5分
16:18発 (14ｋ) xx号(1ｋ) 国2号(12ｋ) xx号(1ｋ)
17:30着 日本の桜百選 満開、駐車場が少ない☆☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ,ｶﾝｻﾞﾝ,ﾌｹﾞﾝｿﾞｳ　 3月下旬～4月上旬
西宮さくら祭（4月5日）

兵庫県西宮市夙川沿　他 阪急神戸線夙川駅または阪急甲陽線苦楽園口駅から徒歩すぐ
JRさくら夙川駅または阪神本線香櫨園駅から徒歩すぐ

0798-35-3622 0798-35-3321(西宮観光協会)
18:08発 (26.5ｋ)内高速23ｋ xx号(1.5ｋ) 高速神戸線・西宮(23ｋ) 環状線本町出口

xx号(2ｋ)

姫路城

須磨浦公園

神戸市立王子動物園

日岡山公園

明石公園(明石城址)

【結果】関西桜めぐり行程（2010/04/06(火)-4/11(日)）

鹿島・扇平自然公園

夙川公園



【結果】関西桜めぐり行程（2010/04/06(火)-4/11(日)）
大阪市 18:50着

19:15発
パス 17:10着 桜の名所８００ 4/4)満開

ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｻﾄｻﾞｸﾗ　 3月下旬～4月中旬
桜祭（なし）夜桜（外灯あり）

大阪府大阪市北区長柄東1丁目～天満1丁目 JR桜ノ宮駅または大阪城北詰駅から徒歩すぐ
都島区網島町～友淵町1丁目 地下鉄谷町線・京阪本線天満橋駅から徒歩約5分

06-6312-8121(北部方面公園事務所)
17:40発

パス 18:00着 日本の桜百選 4/4)つぼみ
ｶﾝｻﾞﾝ,ｼｮｳｹﾞﾂ,ﾌｹﾞﾝｿﾞｳ　 4月上旬～4月中旬

桜祭（なし）夜桜（4月中旬頃）
大阪府大阪市北区天満1丁目1-79　造幣局 地下鉄谷町線天満橋駅から徒歩約15分

京阪本線天満橋駅から徒歩約15分
06-6351-5105(造幣局)

18:20発
19:20着 日本の桜百選 夜桜7分咲き　暗過ぎ見えず☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｵｵﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｻﾄｻﾞｸﾗ,ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ　 3月下旬から4月上旬
桜祭（なし）夜桜（3月下旬～4月上旬）観桜ﾅｲﾀｰ(4月上旬(予定)) 

大阪府大阪市中央区大阪城2 JR大阪環状線大阪城公園駅
地下鉄谷町線・中央線谷町四丁目駅から徒歩約15分

06-6941-1144(東部方面公園事務所（大阪城公園内）)
19:35発 夕食 （20:30-22:00）

大阪市 22:15着 06-6941-1111
〒540-8578 大阪市中央区城見1-4-1

走行距離(122k)内高速23ｋ

造幣局 桜の通り抜け

ホテルニューオータニ大阪泊

大阪城

毛馬桜之宮公園

ホテルニューオータニ大阪



【結果】関西桜めぐり行程（2010/04/06(火)-4/11(日)）

4/7（水）
大阪市

朝食 （7:30-8:00） 距離表示 13,506k

8:40発 （70ｋ)内高速65ｋ 玉造筋(2ｋ) 森之宮町ＩＣ入 13号東大阪線(5) 東大阪ＪＣＴ
近畿自動車道(16.9) 吹田ＪＣＴ 名神高速道(43.4) 石山ＩＣ出

xx号(2.5ｋ)
近江八幡市 10:00着 桜の名所８００ 桜は少ない8分咲き☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾋｶﾞﾝｻﾞｸﾗ,ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ　 3月下旬～4月上旬
桜祭（なし）夜桜（なし）

滋賀県大津市石山寺1丁目1-1 JR石山駅からバス約10分「石山寺山門前」下車徒歩すぐ
京阪石山坂本線石山寺駅から徒歩約10分

077-537-0013(石山寺) 077-537-1105(石山観光協会)
野洲市 11:00着 4/4)5分咲き
パス ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ,ｶﾝﾋｻﾞｸﾗ,ｻﾄｻﾞｸﾗ　 4月上旬～5月中旬

滋賀県野洲市三上519 JR東海道本線野洲駅
077-586-1930

11:30発 （15ｋ) 県324号(3ｋ) xx号(1ｋ) 2号大津能登川長浜線(9ｋ)
県326号(1ｋ) xx号(1ｋ)

10:20発 （40ｋ) xx号(1.5ｋ) 国1号(25ｋ) 国8号(12ｋ)
2号大津能登川長浜線(9ｋ) 県326号(1ｋ) xx号(1ｋ)

近江八幡市 11:30着 桜の名所８００ 外れ、観るべき処なし3分咲き☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔﾏｻﾞｸﾗ 桜祭（なし）夜桜（なし） 4月上旬～4月中旬
滋賀県近江八幡市宮内町 JR近江八幡駅から野ヶ崎行きバス約10分「公園前」下車徒歩すぐ

0748-32-7003(近江八幡観光物産協会)
11:55発 （7.5ｋ) xx号(1ｋ) 2号大津能登川長浜線(6ｋ) xx号(0.5ｋ)

近江八幡市 12:00着 予定外 堀端の桜が満開☆☆☆
昼食 近江牛（12:20-12:50）

13:05発 （7.5ｋ) xx号(1ｋ) 2号大津能登川長浜線(6ｋ) xx号(0.5ｋ)
安土町 13:30着 桜の名所８００ 外れ、観るべき処無3咲き☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ 桜祭（なし）夜桜（4月上旬） 3月下旬～4月上旬
滋賀県安土町下豊浦 JR安土駅から徒歩約25分

0748-46-4234(安土町観光案内所)
13:45発 （12ｋ) xx号(1ｋ) 県201号安土西生来線(4ｋ)

県208号小脇西生来線(4ｋ) 小脇町 xx号(3ｋ)
東近江市 14:00着 予定外 参道の桜が満開☆☆☆

14:10発 （7.5ｋ) xx号(1ｋ) 2号大津能登川長浜線(6ｋ) xx号(0.5ｋ)
東近江市 14:15着 桜の名所８００ 外れ、観るべき処無、5咲き

ｿﾒｲﾖｼﾉ 桜祭（4月5日）夜桜（3月下旬～4月上旬） 3月下旬～4月上旬
滋賀県東近江市八日市松尾町 近江鉄道本線八日市駅から徒歩約3分

滋賀県東近江市八日市清水二丁目
0748-24-5662(東近江市　商工観光課)

14:30発 （13ｋ) xx号(1ｋ) 県216号(2ｋ) 神田 県216号(1ｋ)
小神田 県217号(1ｋ) 県229号百済寺甲上岸本線(6ｋ)
県508号中里山上日野線(0.5ｋ) xx号(1.5ｋ)

安土城跡

近江日牟礼八幡宮

石山寺

八幡公園

延命公園

県立近江富士花緑公園

ホテルニューオータニ大阪

太郎坊宮



【結果】関西桜めぐり行程（2010/04/06(火)-4/11(日)）
愛知郡愛荘町 14:54着 外れ、観るべき処無、山桜3咲き☆

ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ　  4月8日～4月25日
滋賀県東近江市百済寺町323 近江鉄道本線八日市駅

0749-46-1036
15:20発 （8ｋ) xx号(1.5ｋ) 県508号中里山上日野線(2.5ｋ)国307号(2.5ｋ)

国307号近江ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ(2.5ｋ) xx号(1.5ｋ)
愛知郡愛荘町 15:30着 外れ、観るべき処無、山桜はつぼみ☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｶｽﾐｻﾞｸﾗ,ﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ,ﾋｶﾞﾝｻﾞｸﾗ　4月上旬～5月上旬
滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺874 JR東海道本線稲枝駅

0749-37-3211
15:37発 （4.5ｋ) xx号(1.5ｋ) 国307号近江ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ(2.5ｋ) xx号(0.5ｋ)

犬上郡甲良町 15:50着 外れ、観るべき処無、桜なし

ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ﾌﾀﾞﾝｻﾞｸﾗ,ｵｶﾒﾌｼﾞｻﾞｸﾗ,ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ　4月上旬～5月上旬
滋賀県犬上郡甲良町池寺26 JR東海道本線彦根駅

0749-38-4008
15:55発 （14.5ｋ) xx号(0.5ｋ) 国307号近江ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ(11ｋ) 県2号(2ｋ)

xx号(1ｋ)
彦根市 16:25着 桜の名所８００ 場内は8分、堀端は満開☆☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ 4月1日～4月15日
桜祭（4月1日～4月20日）夜桜（4月1日～4月20日）

滋賀県彦根市金亀町1-1 JR彦根駅から徒歩約15分
0749-23-0001(彦根観光協会)

17:25着 （1ｋ) xx号(1ｋ)
17:40着 0749-26-

〒522-0002 滋賀県彦根市松原町網代口1435-91
食事：朝あり夕あり

夕食 （19:00-20:30）

西明寺

金剛輪寺

彦根ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ泊

走行距離(175k)内高速65ｋ

国宝・彦根城

百済寺「国史跡」釈迦山



【結果】関西桜めぐり行程（2010/04/06(火)-4/11(日)）

4/8（木）
彦根市

朝食 （7:30-8:00） 距離表示 13,681k

米原市 xx:xx着 桜の名所８００
パス ｿﾒｲﾖｼﾉ 4月上旬～4月中旬

桜祭（なし）夜桜（なし）
滋賀県米原市上丹生 JR醒ヶ井駅から湖国バス約10分「養鱒場」下車

0749-54-2715(醒井養鱒場（観光案内）)
0749-54-0301

8:40発 xx号(0.5ｋ) xx号(0.5ｋ) 国8号(15ｋ) 県509号間田長浜線(2ｋ)
xx号(0.5ｋ)

長浜市 8:50着 日本の桜百選 ほぼ満開☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ 桜祭（なし）夜桜（4月上旬～4月中旬） 4月上旬～4月中旬
滋賀県長浜市公園町1325 JR長浜駅から徒歩約10分

0749-65-6541(長浜市都市計画課)
0749-62-0241(豊公園管理事務所（4月のみ）)

9:05発 （34.5ｋ) 2号大津能登川長浜線(2.5ｋ) 国8号(22ｋ) 県512号(7ｋ)
県512号一方通行(7ｋ) 県513号(3ｋ)

西浅井町 10:20着 桜の名所８００ 道路は一方通行７分咲☆☆☆

桜祭（なし）夜桜（なし） 4月中旬
滋賀県西浅井町菅浦～月出 JR木之本駅から月出ゲートまで車約15分

JR永原駅から月出ゲートまで車約10分
0749-89-1121(西浅井町観光協会（西浅井町総務企画課内）)
0749-89-1130(北淡海・丸子船の館)

10:35発 （9ｋ) 県513号(3ｋ) 県557号一方通行(6ｋ)
高島市 10:45着 日本の桜百選 ほぼ満開☆☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ 桜祭（なし）夜桜（開花にあわせて） 4月10日～4月15日
ほぼ満開も、小さく期待外れ☆

滋賀県高島市マキノ町海津　琵琶湖湖岸道路 JRマキノ駅からマキノタウンバス（国境線）「海津1区」下車徒歩約5分

JRマキノ駅からマキノタウンバス（マキノ高原線）「海津大崎口」下車徒歩約10分

0740-28-1188(びわ湖高島観光協会マキノ支所)
0740-25-8514(高島市　商工観光課)

11:45発 （23ｋ) 県557号(3ｋ) 県54号風車街道(10ｋ) 県548,533号(10ｋ)
12:00着 若木が多く、10年後に期待、７分咲☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ 4月上旬～4月中旬
滋賀県高島市新旭町藁園336 JR湖西線新旭駅

0740-25-6464
昼食 （12:00-12:40） 道の駅

12:40発 （22ｋ) 県304号(5ｋ) 国161号(16ｋ) xx号(1ｋ)
大津市 13:15着 桜の名所８００ 思いの外良かった７分咲☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔｴｻﾞｸﾗ,ﾀｲﾜﾝﾋｻﾞｸﾗ　 4月上旬～4月中旬
桜祭（4月9日～4月19日）夜桜（なし）

滋賀県大津市木戸1547-1 JR志賀駅からバス約10分「びわ湖バレイ山ろく駅前」下車
077-592-1155(びわ湖バレイ)

13:25発 （27.5ｋ) xx号(1ｋ) 国161号(25ｋ) xx号(1.5ｋ)
大津市 14:00着 桜の名所８００
パス 山桜、ソメイヨシノ 4月上旬～4月中旬

桜祭（なし）夜桜（4月1日～4月17日）
滋賀県大津市三井寺町他 京阪石山坂本線三井寺駅から徒歩約5分

JR大津駅から京阪バス・江若バス約10分「三保ヶ崎」下車徒歩すぐ
077-522-3830(大津駅観光案内所)

xx:xx発

奧びわ湖桜並木・奧琵琶湖ﾊﾟｰｸｳｪｲ

海津大崎

彦根ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ

清水の桜

風車街道

琵琶湖疏水

醒井養鱒場

びわ湖バレイ

豊公園(長浜城)



【結果】関西桜めぐり行程（2010/04/06(火)-4/11(日)）
14:00着 桜の名所８００ 期待以上8分咲☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ　 4月1日～4月10日
桜祭（なし）夜桜（4月1日～4月17日）

滋賀県大津市園城寺町246 京阪石山坂本線三井寺駅から徒歩約10分
JR大津駅から京阪バス・江若バス約10分「三井寺」下車徒歩すぐ

077-522-2238(三井寺)
14:45発 （8.5ｋ) xx号(1ｋ) 国161号(4ｋ) 国1号(2ｋ) 35,36号(1.5ｋ)

京都市伏見区 15:20着 そうだ京都へ行こう、日本の桜百選
残念ながら散り始め、それでも素晴しい☆☆☆☆

ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ,ﾔｴｻﾞｸﾗ　 3月下旬～4月上旬
桜祭（毎年4月第2日曜日）夜桜（なし）

京都府京都市伏見区醍醐東大路町22 地下鉄東西線醍醐駅から徒歩約10分
075-571-0002(醍醐寺)

16:30発 （9.5ｋ) 36号(3ｋ) 7号京都宇治線(5.5ｋ) xx号(1ｋ)
宇治市 17:00着 桜の名所８００ 桜は少ない満開☆☆

桜祭（4/4～4/5）夜桜（3/20～9/27） 3月下旬～4月上旬
京都府宇治市宇治 JR宇治駅から徒歩約10分

京阪宇治線宇治駅から徒歩約5分
0774-23-3334(宇治市観光協会)

17:25発 （4.5ｋ) xx号(1ｋ) 15号(1.5ｋ) 24号(2ｋ)
16:25着 桜の名所８００ 4/4)満開

パス ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ,ﾔｴｻﾞｸﾗ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ　 3月下旬～4月上旬
京都府宇治市広野町八軒屋谷1 JR奈良線宇治駅

0774-24-1313
17:00発 （2ｋ) xx号(2ｋ)

京都市 18:20着 ホテル東山閣泊 075-561-4981
〒605-0392 京都市東山区東山七条上ル

夕食 （19:00-20:00）
20:20着 暗く、期待ほどではない散り始め☆☆

20:40着 ホテル東山閣泊
東山公園（夜桜）

山城総合運動公園

宇治橋上流

走行距離(160k)内高速0ｋ

醍醐寺

三井寺（園城寺）



【結果】関西桜めぐり行程（2010/04/06(火)-4/11(日)）

4/9（金）
京都市 ホテル東山閣

朝食 （7:30-8:00） 距離表示 13,841k

9:45発 （20ｋ) xx号(1ｋ) 249号(1.5ｋ) 69号(1.5ｋ)
国24号(10ｋ) 143号(1.5ｋ) 38号(4.5ｋ)

京都市中京区 10:00着 殆ど桜はない。散り始め☆

庭園が特別無料特別公開されていたため、予定外
11:00発 xx号(0.5ｋ) xx号(0.5ｋ)

京都市中京区 11:45着 そうだ京都へ行こう、桜の名所８００
ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｻﾄｻﾞｸﾗ,ﾔｴﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚ　 3月下旬～4月下旬 良く整備されている散り始め☆☆☆

桜祭（4月9日）夜桜（3月20日～4月12日）
京都市中京区二条通堀川西入二条城町541 地下鉄東西線二条城前駅から徒歩すぐ

JR京都駅から市バス「二条城前」下車すぐ
075-841-0096(二条城)

12:15発 （7ｋ) xx号(1ｋ) 187号丸太町通(2ｋ) 181号西大路通(2ｋ)
わら天神前 xx号(0.5ｋ) 183号衣笠宇多野線(1.5ｋ)

12:30着 仁和寺駐車場
12:35発 徒歩

京都市右京区 12:50着 桜の名所８００ 石庭の桜が満開☆☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ,ﾔｴｻﾞｸﾗ　 3月下旬～4月中旬
075-463-2216() 桜祭（なし）夜桜（なし）

京都市右京区龍安寺御陵下町13 京福電鉄龍安寺駅より北へ徒歩約9分
13:15発 徒歩

昼食 （13:25-14:00）
14:05着 そうだ京都へ行こう、日本の桜百選

ｱﾘｱｹﾋﾄｴ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｶﾝｻﾞﾝ,ｷﾘｶﾞﾔ 4月上旬～4月下旬
桜祭（4月初旬～4月中旬）夜桜（なし） 御室桜は３分咲、一週後が最高か？☆☆

京都府京都市右京区御室大内町33 JR京都駅から市バス「御室仁和寺」下車
JR京都駅から市バス「御室仁和寺」下車

14:30発 （2ｋ) 101号銀閣寺宇多野線(1ｋ) xx号(1ｋ)
14:50着 桜の名所８００

ﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 4月7日～4月25日 満開も期待していた程ではない☆☆☆

075-463-2855() 桜祭（観桜会4/1～4/20）夜桜（ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ4/1～4/20）
京都市右京区花園妙心寺町35 JR嵯峨野線花園駅より徒歩約6分

15:00発 （6.5ｋ) xx号(1ｋ) 101号銀閣寺宇多野線(1ｋ)
183号衣笠宇多野線(1ｋ) 29号きぬかけの道(1.5ｋ)
29号宇多野嵐山山田線(1.5ｋ) xx号(0.5ｋ)

15:30着
15:50発 自転車
16:05着 そうだ京都へ行こう

満開も桜は少ない。大沢池はまずまず☆☆

京都府京都市右京区嵯峨大沢町4 JR嵯峨野線 『嵯峨嵐山』駅 北口下車徒歩約15分
075-871-0071 京福電鉄 『嵐電嵯峨』駅 下車徒歩約20分

16:30発 自転車
14:30着 桜の名所８００ 満開も本数がわずか☆

075-861-0343() 桜祭（なし）夜桜（なし） 3月中旬～4月下旬
京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町46 R嵯峨嵐山駅より徒歩約10分

16:40発 自転車
17:00着 夕食 （18:00-19:30）
19:30発 日本の桜百選 満開も暗く、本数がわずか☆
20:10着 ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ　 桜祭（なし）夜桜（3月下旬～4月上旬） 3月下旬～4月上旬

京都市右京区嵐山阪急嵐山線嵐山駅から徒歩約5分
075-861-0012(嵐山保勝会) 京福電気鉄道嵐山本線嵐山駅から徒歩約5分
20:20発 075-752-0227
20:30着 075-864-0088

〒616-8385 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町３３
食事：朝あり夕あり

京都御所

京都・嵐山　ご清遊の宿　らんざん

京都・嵐山　ご清遊の宿　らんざん泊

大覚寺

清凉寺（嵯峨の釈迦堂）

仁和寺の御室桜

嵐山・中之島公園
京都・嵐山　ご清遊の宿　らんざん

退蔵院(妙心寺山内)

龍安寺

二条城

走行距離(49k)内高速0ｋ



【結果】関西桜めぐり行程（2010/04/06(火)-4/11(日)）

4/10（土）
京都市右京区

朝食 （7:30-8:00） 距離表示 13,890k

8:00発 自転車
8:15着 桜は多くない散り始め☆☆☆

ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ,ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ﾔｴｻﾞｸﾗ　 4月上旬～4月中旬
桜祭（なし）夜桜（なし）

京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場町68 京福電車｢嵐山駅｣前
075-881-1235() JR嵯峨野線嵯峨嵐山駅より徒歩約13分

8:45発 自転車
8:55着 桜の名所８００ 数本しかない散り始め、外れ

ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ﾋｶﾞﾝｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ,ﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ　 4月上旬～4月中旬
桜祭（なし）夜桜（なし）

京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3 Ｒ嵯峨野線嵯峨嵐山駅より徒歩約15分
阪急嵐山線嵐山駅より徒歩約25分

075-861-0435(常寂光寺)
9:00発 自転車
9:05着 桜の名所８００ 本数は少し、散り始め☆☆☆

ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾌｹﾞﾝｿﾞｳ　 3月下旬～4月上旬
桜祭（なし）夜桜（なし）

京都市右京区嵯峨ニ尊院門前長神町27 市バス「嵯峨小学校前」下車徒歩15分
075-861-0687() JR嵯峨野線嵯峨嵐山駅より徒歩約15分

9:25発 自転車
9:35着
9:50発 （31ｋ) xx号(1.5ｋ) 29号宇多野嵐山山田線(4ｋ) 国9号(4.5ｋ)

京都縦貫自動車道(15ｋ) 千代川ＩＣ出 73号他(6ｋ)
亀岡市 10:40着 桜の名所８００

ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｻﾄｻﾞｸﾗ(古木),ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 4月上旬～4月下旬
桜祭（なし）夜桜（3月下旬） 満開素晴しい、駐車料金が高すぎる☆☆☆

京都府亀岡市千歳町国分 JR亀岡駅から亀岡市ふるさとバス「七谷川」下車徒歩すぐ
0771-22-0691(JR亀岡駅観光案内所) 京都縦貫道千代川ICから約10分

0771-29-5152
9:45発

京都府船井郡 xx:xx着
パス ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔｴｻﾞｸﾗ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｳｺﾝｻﾞｸﾗ,ｷﾝｷﾏﾒｻﾞｸﾗ　 4月上旬～4月下旬

京都府船井郡京丹波町坂原ｼﾖｶﾞｷ5 JR山陰本線和知駅
0771-84-2041

11:30発 （85ｋ)内高速40ｋ 73号他(6ｋ) 千代川ＩＣ入 京都縦貫自動車道(16ｋ)
国27号(31ｋ) 京都縦貫自動車道(6ｋ) 丹波ＩＣ

9号(18ｋ) 国27号(6ｋ) 京丹波わちＩＣ出 9号(2ｋ)
176号(6ｋ) 178号(6ｋ)

舞鶴市 11:00着 4/4)5分咲き
ｿﾒｲﾖｼﾉ 4月上旬～4月中旬

パス 京都府舞鶴市余部下 JR舞鶴線東舞鶴駅
0773-65-2100

11:30発 （17ｋ) 国27号(8ｋ) 175号(3ｋ) 601号(6ｋ)
11:50着 4/4)満開

パス ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 4月上旬～4月中旬
京都府舞鶴市吉田 JR舞鶴線西舞鶴駅

0773-65-2100
12:10発 （32.5ｋ) 601号(6ｋ) 175号(3ｋ) 178号(22ｋ) 2号(1.5ｋ)

京都・嵐山　ご清遊の宿　らんざん

京都・嵐山　ご清遊の宿　らんざん

共楽公園

わち山野草の森

小倉山・二尊院

天龍寺

吉田のしだれ桜

常寂光寺

和らぎの道（七谷川沿い）



【結果】関西桜めぐり行程（2010/04/06(火)-4/11(日)）
宮津市 13:00着 桜の名所８００ 満開、素晴しい☆☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ 桜祭（なし）夜桜（4上旬～4中旬） 4月上旬～4月中旬
京都府宮津市字大垣19-6

0772-22-0670(天橋立観光協会)
0772-27-0032

昼食 （13:30-14:00）
14:10発 （10ｋ) 178号(8ｋ) 176号(8ｋ) xx号(1ｋ)
14:25着 桜の名所８００ 桜は殆どない、外れ

ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔｴｻﾞｸﾗ、ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ 4月上旬～4月中旬
桜祭（なし）夜桜（なし）

京都府宮津市字宮町 タンゴ鉄道宮津線宮津駅からバス「山王橋」下車徒歩約5分
0772-22-0670(天橋立観光協会)

14:40発 （56ｋ)内高速41ｋ 178号(10ｋ) 京都縦貫自動車道(26ｋ) 綾部ＪＣＴ
舞鶴若狭自動車道(15ｋ) 福知山ＩＣ出 9号(4ｋ)

XX号(1ｋ)
福知山市 15:30着 桜は殆どない、外れ

ｿﾒｲﾖｼﾉ 4月上旬～4月中旬
京都府福知山市猪崎377-1 JR山陰本線福知山駅 

0773-23-6324
15:50発 （2ｋ) XX号(0.5ｋ) 74号(1ｋ) XX号(0.5ｋ)
16:00着 散り始め☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ 4月上旬～4月中旬
京都府福知山市内記5 JR山陰本線福知山駅

0773-23-9564
16:20発 （2ｋ) xx号(2ｋ)
16:43着 0773-27-5000

〒620-0857 京都府福知山市字土師小字澤居山１７６
食事：朝あり夕なし

夕食 （18:30-20:30）

三段池公園

ホテルロイヤルヒル福知山泊

傘松公園

走行距離(194k)内高速96ｋ

滝上公園

福知山城



【結果】関西桜めぐり行程（2010/04/06(火)-4/11(日)）

4/11（日）
福知山市

朝食 （7:30-8:00） 距離表示 14,084k

8:30発
丹波市 xx:xx着

ｿﾒｲﾖｼﾉ 3月下旬～4月中旬
兵庫県丹波市市島町徳尾 JR福知山線市島駅

0795-85-1001　 
8:30発 （29.5ｋ) 9号(7ｋ) 429号(19ｋ) 109号(1ｋ)

7号(1.5ｋ) XX号(1ｋ)
丹波市 9:15着 桜の名所８００ 散り始め☆☆

桜祭（4月上旬）夜桜（4月上旬） 4月上旬～4月中旬
兵庫県丹波市青垣町西芦田32-2 JR柏原駅またはJR石生駅から神姫バス佐治・大名草行き

0795-87-2222(丹波市観光協会青垣支部) 約40分「芦田」下車徒歩約15分
9:32発 （15ｋ) XX号(1ｋ) 7号(11ｋ) 175号(2ｋ) XX号(1ｋ)
10:07着 散り始め☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ 4月上旬　
兵庫県丹波市氷上町石生 JR福知山線石生駅

0795-82-8210
10:30発 （24ｋ) XX号(1ｋ) 176号(15ｋ) 77号(7ｋ) XX号(1ｋ)

篠山市 11:00着 桜の名所８００ 満開、素晴しい☆☆☆
ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ　 4月上旬～4月中旬

桜祭（4月4日～4月5日）夜桜（3月28日～4月19日）
兵庫県篠山市北新町2-3 JR篠山口駅からバス「二階町」下車徒歩すぐ

079-552-3380(篠山観光案内所)
11:30発 （48ｋ)内高速41ｋ 177号(1ｋ) 299号4ｋ) 丹波篠山口IC入

舞鶴若狭自動車道(22ｋ) 吉川JCT 中国自動車道(19ｋ)
滝野社IC出 17号(1ｋ) 145号(1ｋ)

川代公園、であい公園を経由する場合
11:30発 （16ｋ) XX号(1ｋ) 77号(7ｋ) 大山下 77号篠山山南線(7ｋ)

XX号(1ｋ)
丹波市 11:50着

ｿﾒｲﾖｼﾉ 4月上旬～4月中旬
パス 兵庫県丹波市山南町上滝 JR福知山線下滝駅

0795-77-2345
12:20発 （14ｋ) XX号(1ｋ) 77号篠山山南線(12ｋ) XX号(1ｋ)
12:40着

パス ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ﾍﾞﾆｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ　 4月上旬～4月中旬
兵庫県丹波市山南町井原 JR福知山線谷川駅

0795-77-0883
昼食（弁当） （12:40-13:10）

13:30発 （23ｋ) XX号(1ｋ) 175号(13ｋ) 上戸田南 175号(5ｋ)
闘竜灘東 349号(2ｋ) 145号(1ｋ)

丹波少年自然の家（倉町野桜の園）

篠山城跡・王地山公園

水分れ公園

ホテルロイヤルヒル福知山

丹波市立 大杉ダム自然公園

川代公園

であい公園



【結果】関西桜めぐり行程（2010/04/06(火)-4/11(日)）
加東市 12:25着 散り始め、素晴しい☆☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ 4月上旬
兵庫県加東市下滝野1275-8 JR加古川線滝野駅

0795-48-5289
昼食 （12:30-12:40）

13:06発 （10.5ｋ) 145号(1ｋ) 17号(1.5ｋ) 175号(8ｋ)
小野市 13:30着 満開☆☆☆

ｿﾒｲﾖｼﾉ 4月上旬～4月下旬
兵庫県小野市古川町・高田町・住永町 R加古川線河合西駅下車徒歩10分

079-463-1008(小野市道路河川課)
14:00発 （33ｋ) 175号(6ｋ) 372号(19ｋ) 311号(5ｋ) XX号(3ｋ)

加東市 14:55着 桜の名所８００
ｿﾒｲﾖｼﾉ 桜祭（4月19日）夜桜（なし） 4月上旬～4月下旬

兵庫県加東市平木1194　播州清水寺 JR相野駅から神姫直通バス約40分「清水寺」下車徒歩約5分
0795-45-0025(播州清水寺（8:00～17:00）) （バスは日曜日1日3本、日曜日以外は2本）

15:20発 （57ｋ)内高速32ｋ 311号(6ｋ) 313号(6ｋ) ひょうご東条ＩＣ入
中国自動車道(13ｋ) 神戸三田JCT
六甲有料道路(19ｋ) 30号(2ｋ)

三宮駅 16:50着
16:50 レンタカー返却

三宮駅 17:00発
新大阪駅 17:30着

夕食 （18:00-19:00）
19:47発

東京駅 22:23着 距離表示 14,297k

22:40発
ＪＲ津田沼 23:15着 総走行距離 913k

播磨中央公園 さくらの園

おの桜づつみ回廊

走行距離(113k)内高速73ｋ

御嶽山播州清水寺


