歳時記
Calendar of Events

多くのお店が出
店する産
イベントも盛りだ 業まつり
くさん！

Ushiku Guide Book

うしくWaiワイまつり
（11月）

USHIKU PIZZA FESTA
（３月）

女化神社初午
（３月）

桜まつり
（3月下旬〜4月上旬）

1

修正会 12月31日〜1月3日（牛久大仏）
牛久シティマラソン 1月中旬（牛久運動公園付近）

2

うしくゴッ多市

3

USHIKU PIZZA FESTA
女化神社初午 旧暦2月最初の午の日（女化神社）
桜まつり 3月下旬〜4月上旬（牛久シャトー）

月

月

月

第2日曜
（中央生涯学習センター）

牛久大仏修正会
（12月）

7

うしくかっぱ祭り

8

万燈会

9

りんご狩り 9月中旬〜11月下旬（長沼りんご園）
牛久大仏秋のお花摘み 9月中旬〜10月下旬（牛久大仏）

月

月

月

4
5

うしく鯉まつり 5月3日（牛久市役所脇近隣公園）
なつかし露店と大道芸人（牛久大仏）

6

牛久市観光アヤメ園開園
うしくゴッ多市 第2日曜（中央生涯学習センター）
ブルーベリー狩り 6月中旬〜8月下旬（長沼りんご園）
ブルーベリー狩り 6月中旬〜8月中旬（女化ブルーベリーの森）

月

月

月

7月最終土日
（花水木通り・市役所・近隣公園）

8月15日（牛久大仏）

10

うしくゴッ多市（中央生涯学習センター）

11

うしくWaiワイまつり 11月3日（中央生涯学習センター）
うしく現代美術展（中央生涯学習センター）
うしく菊まつり 11月初旬

12

うしくゴッ多市 第2日曜（中央生涯学習センター）
修正会 12月31日〜1月3日（牛久大仏）
ブリアントヴィルうしく 12月〜2月（牛久駅周辺）

月

はつまいり（牛久大仏）
牛久大仏の桜・芝桜（牛久大仏） 4月上旬
うしくゴッ多市 第2日曜（中央生涯学習センター）
牛久大仏春のお花摘み 4月中・下旬〜5月下旬（牛久大仏）

ブリアントヴィルうしく
（12〜2月）

月

月

2022年4月発行
発
行／牛久市観光協会（牛久市商工観光課内）
〒300-1292 茨城県牛久市中央3-15-1 ☎029
（873）2111
（代表） ☎029（874）5554（直通）
E-mail info@ushikukankou.com https://www.ushikukankou.com
企画・編集／株式会社エリート情報社

ワイン醸造用のブドウ品種を栽培している圃場

1856年（安政3年）生まれ

傳兵衛はブランデーのカクテル
「電気ブラン」
や、輸入葡萄酒を

ぶどう畑

日本人の口に合うように甘く改良した
「蜂印香竄葡萄酒」
を大ヒッ

トさせ、葡萄栽培からワイン醸造までを一貫して行える施設を建

ぶどう畑

てることが夢でした。長年、調査研究を重ね1898年
（明治31年）
、
牛久に神谷葡萄園を開設し苗木6000本を植えました。そして、そ

の5年後の1903年
（明治36年）
ついにフランスのボルドー地区の最

ぶどう畑

新様式を取り入れたレンガ造りの牛久醸造場が完成。かつては牛

久駅との間にワイン運搬用のト

オエノン ミュージアム

ロッコの線路が敷かれたほか、ぶ

大型テント

ワイナリー

どう畑と醸造場等などをつなぎ、
レールの総延長は約6kmと広範

神谷傳兵衛記念館

ブルワリー

ショップ
本館

P

BBQ

インフォメーション▶▶▶

3

Ushiku Biyori

レストラン

囲に及びました。

JR牛久駅東口（シャトー口）から徒歩8分
圏央道つくば牛久ICから約20分
入園料：無料
定休日：見学施設 無休
（年末年始、臨時休
館日を除く）
ショップ、レストラン 月曜
（祝日の場合は異なる）、臨時休業日あり
駐車場：262台（有料）
牛久市中央3-20-1
☎029-873-3151
☎029-896-3615（ショップ）
☎029-896-3612（レストラン）
https://maita37.wixsite.com/ushiku-chateau

20

牛久シャトー

レストラン
（貯蔵庫）

国の重要文化財指定、日本遺産、近代化産業遺産 認定
日本初の本格的ワイン醸造場

神谷傳兵衛

36

年）
に実業家 神谷傳兵衛が建設した日本初の本格的ワイン醸造場の建

Column

牛久シャトーは、1903年
（明治

ワイン造りに使用された器具類

19

物群を今に残す施設です。

深く静かに時を刻む地下セラー

2

建物群は、2007年
（平成 年）
に近代化産業遺産に認定、2008年
（平成 年）
に国の重要文化財に指定。

本館
（事務室）

さらに、2020年
（令和 年）
には日本遺産に認定されました。明治中期の煉瓦造建築としての歴史的価値の

神谷傳兵衛記念館
（醗酵室）

高さと、当時の醸造方式を理解するうえで産業技術史における価値が高いという評価のほか、日本遺産では
「日

2階 展示スペース

本ワイン140年史〜国産ブドウで醸造する和文化の結晶〜」
のストーリーが認定されました。

記念館を
見てみよ
う

うしくの
魅力
再発見

東門

正門

オエノンミュージアム

Ushiku Chateau

Ushiku Chateau is a complex of buildings
built by the Meiji-era industrialist, Dembei
Kamiya, in 1903 to be the Japan’s first fullscale winery. Designated as a National
Important Cultural Property, it is recognized
as a Japan Heritage and a Heritage of
Industrial Modernization.

本館のぶどうの
ステンドグラスや
トンボのレリーフ
春には桜が咲き誇る

ショップ

2

うしくの
魅力
再発見

牛久大仏

ギネス世界記録！

像高は100m、台座を含めると地

上から120mと世界一の大きさ！パ

ワースポットとしても人気です。その

理由は大仏様の胎内を拝観できるこ

と。最上階は、大仏様の胸の位置にあ

心静かに写経体験…

85

m。天候次第では、スカイ

大仏様の頭にある螺髪は直径1m、
重量200kg、総数480個

厳かな金色の世界。毎日、
読経が響き渡る

たる地上

らほつ

ツリーや富士山を見ることもできま

これが！
ギネス世界記録認定証です
（1995年認定）

す。さらに大仏様の周りは庭園になっ

こう見えます

ていて、
四季折々の花々が楽しめます。

三つ窓はどこか
ら見
同じ景色！どう ても
して？

に
牛久大仏
入ろう！

Ushiku Biyori

光の世界の大仏様

ぜひ手に入れたい

は
日曜祝日 物が
動
い
かわい
いっぱい

「南無阿弥陀仏」
と6歩で上手に渡りましょう
日本一の巨大香炉

大仏様グッズ

お猿のステージ
ふれあい動物園
人気のお土産がたくさん！仲見世

發遣門

P

インフォメーション▶▶▶
JR牛久駅からバスで約25分
圏央道阿見東ICから約3分
拝観料：大人800円 子ども400円
（大仏胎内を含むすべての拝観）
拝観時間：平 日：9時30分〜17時
土日祝：9時30分〜17時30分
10〜2月は9時30分〜16時30分
（受付終了30分前）
定休日：無休
駐車場：無料 大型バス22台 普通車800台
牛久市久野町2083 ☎029-889-2931

(m)

100

四季折々の花が楽しめる ※写真は
「群生海」

Ushiku Daibutsu

80

This statue is 100 meters high and,
including the pedestal, 120 meters above
the ground, making it the tallest statue in
the world! It is recognized by Guinness
World Records. On a clear day, visitors
can see Tokyo Sky Tree and Mt. Fuji. A
lovely garden surrounds the Daibutsu
statue where visitors can enjoy seasonal
flowers.

展望台

60
120m

4・5階

120m
85m

りょうじゅせん

霊鷲山の間

40
40m

20

8/15万燈会や12/31修正会で、花火を打ち上げ

5

全長

100m

春はポピー、秋はコスモスなど、お花摘みができます

3階

れんげぞう

蓮華蔵世界
（20m）
ちおんほうとく

2階

知恩報徳の世界

1階

光の世界

14.9m

自由の女神 奈良の大仏

4

茨城県産の銘柄、黒毛和牛
「常陸牛」
や
「ローズポーク」
はギフトにも最適

This is a leisure facility operated by
JA ZEN-NOH Ibaraki. You can enjoy
experience classes of farming, a
farmers’ market, a restaurant, a
café, Fresh fruits and vegetables
are popular at the farmers’ market.

キャンプ場

野菜一つひとつに生産者の名前が入っている

JR牛久駅から車で約10分
圏央道つくば牛久ICから約5分
営業時間：10時〜17時30分
（土日祝日は9時30分から
レストランは11時〜15時
ディナーなし）
定休日：水曜日
（祝日の場合は営業、
他年始休業あり）
駐車場：300台（大型バス可）
牛久市猪子町967-1
☎029-879-8800

Ushiku Biyori

かっぱガーデン

つくば牛久店

インフォメーション▶▶▶

うしくの
魅力
再発見

うしく

新鮮市場

牛久沼にほど近い
林間キャンプサイト

木々に囲まれて自然を満喫

かっぱで有名な牛久沼に隣接した

キャンプ場。
木漏れ日の中で、
思いっ

きり自然を満喫できます。キャンプ

場内はすべて区画サイトなので、周

囲を気にせずゆったりと過ごせま

す。さらに、少し歩けば牛久沼を一

望できる絶好のロケーション。家族

で、仲間で、一人で、まちの喧騒を

離れて、充実したひと時をお過ごし

ゆったりと過ごす贅沢な時間

牛久沼にほど近い

Pocket Farm Dokidoki
Tsukuba Ushiku

7

ください。

直売所にレストランと
地元農産物のおいしさを楽しむ！

デザートも
あります

農産物直売所とレストラン・体験教室・カフェ・体験農場が

穫体験
農業収 る！
もでき

ある、JA全農いばらき直営の農業体験型レジャー施設。農

体験イベント

産物直売所で販売される新鮮野菜はもちろん、レストランで

食材は直売所に並んでいる新鮮野菜。約60種類の料理と
約20種類の飲み物が並ぶビュッフェレストラン

は地元農家のお母さんたちがつくる、野菜たっぷりビュッフェ

Ushiku Biyori

ランチも大人気。また、季節ごとに開催される農業収穫体験・

ン
どきどきレストラ

メロン祭・レンコン祭・雪まつり等のイベントも好評です。

ポケットファームどきどき

うしくの
魅力
再発見

車を横付けできるオートサイトもある

焚火を眺めていると哲学的になる…？

インフォメーション▶▶▶
JR牛久駅から車で約10分
圏央道つくば牛久ICから約15分
受付時間：9時〜18時
定休日：火曜日
駐車場：有
牛久市新地町341-7
☎029-896-8078

・
バーベキュー場
・
境
WiFi 環
など
きれいなトイレ
実
充
が
設
施

Ushiku Kappa Garden Campsite

This campground is adjacent to Ushiku
Swamp, famous for the tales of its
kappa(water sprites). Amidst the sunlit
trees, visitors can enjoy the lovely natural
surroundings. Don't miss the panoramic
view of Ushiku Swamp.
6

長沼りんご園

T h i s i s o n e o f o n l y 1 0 N a t u re
Observation Forests in Japan.
Visitors can experience nature
while exploring the vast grounds.
On Sundays and holidays, nature
observation tours by rangers are
also held.

エコファーマー認定農園で
安心・安全うしくのりんご

Ushiku Nature Observation Forest

秋映

夏はブルーベリー
摘みやヤーコンが
楽しめる
早生フジ

インフォメーション▶▶▶

ＪＲ牛久駅から車で約15分
圏央道牛久阿見ICから約10分
入園料：無料
開園時間：9時〜16時45分
（11〜1月は16時まで）
休園日：月曜日
（祝日の場合は翌日が休園）
駐車場：180台
牛久市結束町489-1
☎029-874-6600

Ushiku Biyori

世界一

って
雨の日だ
楽しい

インフォメーション▶▶▶

うしくの
魅力
再発見

丸ごとガブリ

ジョナゴールド

葉っぱつり？
どんぐりバス？

15

秋はりんご狩り、
夏はブルーベリー摘み・ヤーコンが楽しめる観光農園。

りんごの蜜があふれ出す

30

種類以上のりんごが植えられてお

太陽の光をサンサンと浴びて真っ赤に実ったりんご

皮ごと食べても安心・安全な果物をつくるため、完熟堆肥や有機肥料を使

5

りんごの品種別収穫予想

9

〜 種類のりんご狩りが楽しめます。

3

い、できる限り減農薬で育てています。これらの農法が認められ、平成

11

年にはエコファーマーに認定。園内に

9

〜 月末まで常時

ノウサギの丘の観察舎は
休憩にもってこい

り、

か所しかない
「自然観察の森」
のひとつ。広大な

10

鳥のさえずりを聞きながら
ゆっくり自然散策しませんか？

全国に

コムラサキの丘は
バードウォッチングの聖地

敷地を散策しながら、自然に触れることができます。日曜

カワセミに出会える
こともあるんだって

や祝日にはレンジャーによる自然観察会も開催。平日にも

ネイチャーセンターでは
自然をもっと
知ることができる

子ども向けイベントがあり、気軽に参

バッタの原からスタート。
存分に里山を満喫できる

加できます。また季節ごとに親子で参

里山を満喫

10

加できる自然教室も開催しています。

Ushiku Biyori

※ 人以上の団体は要予約

牛久自然観察の森

うしくの
魅力
再発見

要予約

豊かな緑に囲まれた観光農園

って
品種によ だね
ん
味が違う

JR牛久駅から車で約20分
圏央道阿見東ICから約5分
りんご狩り
入園料：大人350円
小学生250円
小学生未満無料
持ち帰り料金：1キロ500円（税別）
入園時間：10時～16時30分
休園日：金曜日
ブルーベリー摘み
食べ放題料金：大人1,000円
子ども500円
幼児無料
持ち帰り料金：100グラム200円
（税別）
入園時間：9時30分～16時30分
休園日：月曜・金曜日
駐車場：20台
牛久市正直町1499-1
☎090-6926-5050

Naganuma Farm Apple Orchard
※果物狩り期間は変更される場合があります。
HP等でご確認ください。

A tourist farm where visitors can enjoy apple picking in the fall and blueberry picking and
yacon in the summer. Recognized as an Eco-farmer, this farm offers safe and healthy fruits.
Visitors can pick 3-5 varieties of apples from September to the end of November.

8

ヤマイチ味噌

１００年以上の杉を使用した
木桶で造る味噌

地 元 産 の 大 豆 や 米 を 原 材 料 に し、

糀と塩を混ぜておき、
大豆と種水を加えます

代々受け継ぐ杉の木桶で仕込む味噌

2

や金山寺味噌、味噌漬けの製造・販

これを持ち帰り自宅で
熟成させます

売。特に糀は糀箱で造るほど手づく

5

りにこだわり、昔ながらの伝統的製

原料は大豆と米
（糀）
と
塩。約5kgを造ります

法で、健康志向の人にも人気の味噌

1

を造っています。
隣接の直売所には、

団子を容器の底に並べ
平らにしていきます

茨城産コシヒカリ米と茨城産里のほ

4

ほえみ・赤穂の天塩でつくった酒精

※要予約。期間は10月〜翌6月

無 添 加 の 生 味 噌 の 量 り 売 り も あ り、

味噌ソムリエによる
「みそ造り教室」
を開催。
1時間で約5キロの味噌を造ります。

牛久のおみやげにかかせません。

河童の里

牛久沼へ

Let's
みそ造り体験

うしくの
魅力
再発見
Ushiku Biyori

ほんのり感じる
味噌スイーツをぜひ
一度お試し下さい

3

ムラなく混ぜ合わせた
ら、団子状に丸めます

代々受け継ぐ杉の木桶

大切に受け継がれてきた釜で、
大豆を蒸煮
蔵元直売所は、大きな木桶が目印

工場直営の
販売店があります

河童伝説を有する牛久沼は、

多くの文人墨客に愛されてきました。

11

沼のほとりを散策して、

Ushiku Swamp, with its tales of
kappa(water sprites), has been adored
by many writers and artists. Situated
on the edge of the swamp is the atelier
of Usen Ogawa, an artist known for
his paintings of water sprites, and the
literary museum of Sue Sumii, a writer
who advocated for freedom and equality.
In early summer, visitors can enjoy the
Ushiku City Sightseeing Iris Garden. In
July, the whole town comes alive with the
Ushiku Kappa Festival.

その魅力を感じてみませんか――。

Ushiku Swamp,
the home of “kappa” water sprites

大人気の
「みそソフトクリー
ム」
をはじめ、クッキー、ラ
スク、かりんとうなど味噌
を使用したスイーツも販
売中

茨城産の大豆と米で造る
「コシヒカリ米酒精無添加みそ」
など量り売りも人気

インフォメーション▶▶▶
JR牛久駅から車で約20分
圏央道阿見東ICから約5分
営業時間：平日9時〜17時
土日祝10時〜17時
定休日：無休（年末年始を除く）
駐車場：10台
牛久市島田町2713
☎029-875-0002

Yamaichi Miso

With locally grown soybeans and rice
as ingredients, this company produces
and sells miso, kinzanji-miso, and miso
pickles fermented in cedar barrels that
have been passed down from generation
to generation. Miso is sold by weight at
the factory-direct shop.
10

牛久沼のほとりで２万本が咲き誇る

雲魚亭からすこし
歩いたところには
「河童の碑」
が

牛久市観光アヤメ園
牛久城跡

牛久市住井すゑ文学館
かっぱの里
生涯学習センター

牛久沼かっぱ
の小径

雲魚亭
河童の碑

晴天時はこんな
景色に出会えます

牛久市観光アヤメ園

色とりどりに咲き誇る

牛久沼の散策道を通りぬけると、そこは初

桜並木

牛久沼
散策路
Guide course

桜並木

夏を彩る観光アヤメ園。約200品種、2万本の
ハナショウブと、アヤメやカキツバタが出迎
えます。特にハナショウブは毎年6月初旬から
開花、中旬頃に一番の見ごろを迎え、下旬ま
での約一ヶ月間楽しめます。色とりどりに咲
く花の中に河童の気配が…。

カッパを描いた画家
お

が わ

う

牛久沼のほとりにあるので、いたるところ

せ ん

小川芋銭

俳句やスケッチに訪れるのもまた良し

で河童を目にすることでしょう。

ＪＲ牛久駅西口からバスで約15分
「三日月橋生涯学習センターゆき」
圏央道つくば牛久I・Cから約20分
入園料 ： 無料
休園日 ： 無休
駐車場 ： 43台
牛久市城中町2831-2
☎029（873）2111
牛久市商工観光課

（1868年〜1938年）
自由と平等を訴えた作家

明治から昭和初期にかけて活躍

住井すゑ

した日本画家。東京に生まれまし
たが、ほどなく一家で牛久沼のほ
とりに移住しました。都会を離れ、

（1902年〜1997年）

牛久に住まい、旅を重ねて、和漢
の古典を読む、その生活は
「沼畔の
仙人」
ともいわれました。農村風景
を愛し、幻想的で軽妙な筆致で特
に河童の絵を数多く描いたことか
ら、
「河童の芋銭」
として親しまれて
います。
雲魚亭
館内見学 ： 土・日・祝日
屋外見学 ： 火〜金（20名以上の団体なら
館内見学可・要予約）
開館時間 ：４〜９月／9：00〜17：00、
10〜３月／9：00〜16：00
休館日 ： 月曜日
（祝日の場合は翌日休み）
、
年末年始
場所 ： 牛久市城中町2690-3
JR牛久駅西口からコミュニティバス
かっぱ号「刈谷城中ルート」で約20分、
「かっぱの碑入口」下車、徒歩3分
問い合わせ ： 牛久市教育委員会
文化芸術課 文化財グループ
☎029（874）3121
月〜金
（祝日を除く） 8：30〜17：15
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うんぎょてい

小川芋銭が晩年を過ごしたアトリエ兼住居
「雲魚亭」
。屋内の見学
は土日祝のみ
（無料）

「カッパの戯れ」明治末
期、挿絵画家として活
躍していたころの作
品。そのまま新聞雑誌
の版下絵として採用で
きるほど、簡略化され
た画線に特徴がある。

ほうぼくしゃ

牛久市住井すゑ文学館・抱樸舎
展示ギャラリー、周辺散策案内
コーナーとして無料公開

奈良県出身の作家で、1935年に農民文学者

牛久市住井すゑ文学館
開館時間：9：00〜16：30
の夫・犬田卯の郷里である牛久沼のほとりに
（最終入館は16：00まで）
家族で移住しました。以来この地で執筆活動 休館日 ： 月
 曜日
（祝日の場合は翌日休み）
、
年末年始
を行い、自由と平等を訴える作品を数多く発
入場料 ： 展示棟のみ有料。一般100円
表しました。なかでも長篇小説
『橋のない川』
は
駐車場 ： 1 0台
大ベストセラーとなり、映画化もされました。 場所：牛久市城中町77番
牛久市住井すゑ文学館・展示棟
牛久市住井すゑ文学館は、周辺散策の拠点 問い合わせ先 ：
牛久市住井すゑ文学館
書斎があった建物を展示室に改装し、原稿やゆかり
としてもご利用いただけます。
☎029（869）8350
の品々を公開
しげる

ゆ げ ざんまい

河童百図
（遊戯三昧）

雲魚亭のなかは芋銭が使った硯や絵の具、書簡などが展示されて
いる
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踊るかっぱに、見るかっぱ１万人が舞い踊る

うしくかっぱ祭り

やっ
やっ ぺ
ぺ
大合 の
唱

りは
ぱ祭
かっ ぱが
かっ
！
ぱい
いっ

かっぱの
キューちゃん
大活躍

&

こどもの広場で
工作教室

延べ１万人以上の踊り手が参加する
「河童ばや
祭りのトリを飾る
商工みこし

ＪＲ牛久駅から徒歩5分
開催 ： 7月の最終土曜日と日曜日
メイン会場 ： 花水木通り
（牛久駅東口）
第二会場 ： 市役所と近隣公園
☎029
（874）
5554 牛久市観光協会内
うしくかっぱ祭り実行委員会

し踊りパレード」
は、かっぱ祭りのメインイベン
ト。河童ばやしが流れるなか、メイン会場の花水
木通りを約２時間に渡って踊り歩きます。
「やっぺ、やっぺ」
とはやし言葉が飛び交い、独
特のリズムでコミカルに踊るパレードは圧巻。
毎年、趣向を凝らしたかっぱ姿の踊り手も多数
参加します。

かっぱのキューちゃん
平成元年に生まれた牛久市観光協会のマス
コットキャラクター
「かっぱのキューちゃん」
。
きゅう

牛久市の
「久」
がカッパの鳴き声を連想させるこ
とから名付けられました。普段は牛久沼に住ん
でいますが、イベントに引っ張りだこで、お皿

Ushiku Cuisine & Ushiku Markets

の水も乾きがちです。

牛久市観光協会
（牛久市商工観光課
内：市役所庁舎3F）
または、いばらき
自慢
（エスカード牛久2F）
で販売中

Here are some of the best places to eat
and the best products Ushiku has to offer.
15
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牛久グルメ
牛久シャトー

住宅街の中に佇む隠れ家的カフェ。ハンバーグやケーキなど手作り
にこだわる本格カフェで、ゆった

Ushiku chateau

Baigetsu Cafe

BAIGETSU café

りとした時間を過ごしませんか。

029-879-5428
牛久市田宮町1074-7
11時〜21時（LO20時）
水曜
18席

長い歴史を誇る煉瓦造のワイン貯蔵庫を改装したレストラン。特別
な空間でカジュアルフレンチとワ
インをお楽しみください。

029-896-3612
牛久市中央3-20-1
11時30分〜15時（LO14時）
17時30分〜21時30分（LO20時）
月曜（祝日の場合は翌日）
ホール50名
個室10名

弥七

そば茶屋

楽花亭

素材の旨みを引き立てる鮨は産地にこだわった新鮮な魚介を使用。

わり、穀物の持つ自然の甘みや香
りをそのままお届けします。

029-871-8700
牛久市神谷5-35-1
12時〜14時（LO）
17時〜21時（LO、閉店23時）
月曜
95席

029-871-7001
牛久市女化町451
11時〜20時
水曜
90席

うなぎ料理・会席料理

二胡々亭

（にこにこてい）

国産うなぎを使用した料理は絶品。お祝い事・ご法事・記念日、そ
の他お集りに四季折々の会席料理・

Nikonikotei

Sansuikaku

山水閣

うなぎ料理をご堪能ください。
0297-66-2350
龍ケ崎市庄兵衛新田町282-40
火〜日：11時〜14時（LO）
17時〜22時（LO）
月曜
170席

カジュアルな中華レストラン。おすすめは麻婆豆腐、乾焼虾仁
（エ

ビのチリソース）
、蟹粉炒飯
（カニ入

り炒飯）など。二胡などの生演奏を

楽しめるイベントも不定期に開催。
029-898-9812
牛久市栄町1-9-3
11時30分〜13時45分（LO）
17時30分〜20時30分（LO）
月曜・火曜
15席

南部珈琲

そば処

ふしみ

エスカード牛久店

仕出し等のご予約も承ります。

029-873-1361
牛久市中央4-7-1
11時〜15時、17時〜20時
水曜・第3火曜
60席

Fushimi

定食もおすすめ。各種宴会、
お弁当・

牛久駅西口から徒歩１分。
自家焙煎の挽きたて、淹れたてのコーヒー
をご提供。ハンバーグやカレーな
どランチメニューも！
050-5375-5852
牛久市牛久町280
エスカード牛久2F
10時〜19時
無休（臨時休業あり）
40席

Nanbu coffee

香り高く、コシの利いたそばを自慢のつゆでご賞味ください。丼物や
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Rakkatei

宴会・慶弔なども承ります。

そば打ちの技術はもちろんのこと、畑から一貫生産した地粉にこだ

Yashichi

コース料理もご用意しており、ご
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うまいもん処

笑味

Umaimondokoro Emi

Syunsaiya

旬彩や
毎朝市場で仕入れる新鮮なお刺身や、旬の素材を炭火でじっくり
焼き上げた串焼きなど、多彩なメ
ニューをお楽しみいただけます。
029-874-3538
牛久市牛久町885-4
（牛久シティホテル隣）
17時〜23時（LO22時30分）
不定休
96席

や」
の姉妹店です。

029-875-3983
牛久市中央5-15-7
牛久シティホテル駅前館1階
17時～23時（LO22時30分）
日曜（第1・3は日曜、月曜連休）
40席

ランチには一度に色々楽しめるワンプレートやオリジナルコースを

理は絶品。ワインもご用意してい
029-871-6678
牛久市中央5-13-11なかじまビル2Ｆ
11時30分〜14時30分（LO13時30分）
17時30分〜23時（LO21時30分）
不定休
18席

ご用意しました。スイーツプレート

は記念日やサプライズの演出にも。

029-878-1168
牛久市ひたち野西1-22
11時30分〜14時
（LO）
水・土・日曜・祝日
150席

インド・ネパールレストラン

BELLE THE CLASS

気軽に味わえる本格フレンチ。都内で腕をふるっていたシェフが作

France shokudo

ベル・ザ・クラス

ます。

麺工房あおきや
Menkobo Aokiya

ディピカ

本場シェフが作る本格インド・ネパール料理のお店。カレーは6種
Dipika

牛久シティホテル本館にある
「旬彩

ふらんす食堂
る、地鶏、常陸牛などを使った料

類あり、ナンは食べ放題。テイク

アウトメニューも充実しています。
029-873-9144
牛久市南1-1-35
11時〜15時（LO14時30分）
17時〜23時（LO22時30分）
無休
48席

Shot Bar

茨城県産小麦粉を使用した、もちもちの焼そばとオムそばが人気で
す。

0297-58-2131
つくばみらい市板橋2277
11〜19時
日曜
22席

からあげ専門

INK-I

GOTORI

料理もお酒もワンコインから楽しめるショットバー。オーナーを筆

10種類以上のスパイスと調味料に一日以上漬け込んだ熟成鶏肉を

029-846-6619
牛久市中央3-36-12
18時～24時（LO23時30分）
不定休
14席

使用。やわらかくジューシーな旨
みをサクサクな衣が包みます。

Gotori

にぎやかで居心地の良い店内です。

Ink-ichi

頭にキャラの濃いスタッフが揃い、
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地元の食材などを使った各種料理が幅広いメニューから選べます。

029-846-2993
牛久市中央4-2-20
11時〜20時30分
月曜
8席
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どきどきレストラン
Pocket Farm Doki Doki

Prince india Restaurant

プリンス インド レストラン
出前館はこちら

経験豊かなインド人シェフだけが作れる本格インドカレーは、肉や
野菜の十数種類。カレー通をうな

らせるほどの深い味わいが自慢で
す。

029-871-8880
牛久市南1-18-22
11時〜15時（LO14時30分）
17時〜23時（LO22時30分）
月曜（祝日の場合は翌日）・年末年始
40席

ポケットファームどきどきつくば牛久店内
体に優しい季節の野菜や食材を使った60種類以上の料理と20種類
以上の飲み物が並ぶビュッフェス
タイルのレストラン。

029-879-8801
牛久市猪子町967-1
11時〜15時
水曜（祝日の場合は翌日）・年末年始
レストラン120席

グルメバーベキューハウス

とんかつ牛久

ポケットファームどきどきつくば牛久店内

木の温もりを感じる屋根付きハウスで、
常陸牛やローズポークなど、

カリッとした衣に包まれた肉厚でジューシーな豚肉と、創業当時か
絶妙な絡みは至高の一品です。

おいしさにこだわったお肉のバー

Tonki

ら変わらないとんかつソースとの

ベキューが楽しめます。2日前まで
に要予約
（2名様からご利用可）

029-873-3377
牛久市ひたち野東4-27-7
11時45分〜13時30分（LO）
17時30分〜20時（LO）
（材料が無くなり次第終了）
月曜・木曜夜
21席

029-879-8800
牛久市猪子町967-1
11時〜15時
（90分制）
水曜（祝日の場合は翌日）
・年末年始
屋内80席、屋外40席

東本願寺牛久大仏

串焼すぎうら
Kushiyaki Sugiura

Ushiku daibutsu

（レストラン利根）

うどん、そば、ラーメンのほか、からあげなどの和定食、丼物が楽
しめます。牛久大仏へお越しの際
はぜひお立ち寄りください。

029-889-2920
牛久市久野町2083
3月〜9月：11時〜15時30分（LO）
10月〜2月：11時〜15時（LO）
無休
64席

Dining

厳選した素材を備長炭でじっくりと焼き上げた串焼きが自慢。お
店秘伝のにんにくダレは格別です。
新鮮な刺身もおすすめです。

029-872-0490
牛久市南1-4-27
17時〜23時30分（LO22時30分）
月曜（祝日の場合は翌日）・第1日曜日
160席

焼肉すぎうら

いごこち屋
作料理を提供しています。

029-874-5739
牛久市南3-11-2
17時〜22時（LO）
日曜
20席

肉の質や焼き方はもちろん、全ての素材にこだわり、持ち味を引き

出すことを心掛けています。タレ・

辛味噌などの調味料は全て手作り。
029-872-8929
牛久市中央3-27-15
11時30分〜13時30分
（LO）
17時〜22時
（LO）
第3火曜、月曜
（祝日の場合は翌日）
64席

Yakiniku Sugiura

の日仕入れた新鮮な魚を中心に創

Dining Igokochiya

メニューのないお店です。気まぐれ弁当や気まぐれコースなど、そ
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Pocket Farm Doki Doki

とんき

20

牛久マルシェ

欧風菓子 カマンベール
Camembert

風味豊かなお菓子作りを心掛けています。自慢の各種
チーズケーキのほか、生菓子・焼き菓子をぜひご賞味
ください。

御菓子司青柳

花うさぎ

Hanausagi

北海道十勝産の大粒の小豆をふんだんに使用した手作
りの和菓子は、素材にこだわった一級品です。
029-871-7527
牛久市中央3-16-1
9時〜18時
日曜

麦と葡萄 牛久醸造場
Ushiku Brewing

市内で栽培したブドウを使ったワインのほか、クラフ
トビール、ドライホップサイダーなどを製造・販売し
ています。
090-9801-9195
牛久市牛久町531-3
金：15時〜19時、土日祝：13時〜19時
月曜〜木曜

029-874-5331
牛久市南1-21-12
4月〜9月：9時30分〜18時30分、10月〜3月：9時30分〜18時
木曜・第1、第3水曜

P.2

牛久シャトー
Ushiku Chateau

ワインやチョコレートケーキなどのオリジナル商品を
はじめ、お土産品や茨城県の特産品を販売しています。
029-896-3615
牛久市中央3-20-1
10時〜18時
月曜（祝日の場合は営業）

パンの店

ひつじ雲
Hitsujigumo

季節ごとに入れ替わる種
類豊富なパンは毎日80
種類が並びます。ぜひお
気に入りの商品を見つけ
てください。

女化ブルーベリーの森

コルカリーノ

Blueberry Forest

Cor Carino

さまざまに香るフレーバーと、さくっとした歯ごたえ
のある新感覚のかりんとうを製造・販売しています。
029-896-3535
牛久市女化町248-1
10時〜17時
不定休

農園で摘み取った濃厚で甘酸っぱいブルーベリーの
ジェラートなどの加工品を販売しています。
080-3512-6304
牛久市女化町142-1
9時〜14時
（開園期間6月中旬〜8月中旬）
水曜・木曜

029-879-5076
牛久市牛久町1226-1
6時〜18時
（売り切れ次第終了）
月曜・第3日曜
PayPay使えます

天使のおやつ
The sweets of angel

白を基調とした店内に並ぶ、旬のフルーツケーキや香
ばしいクッキーは、一つ一つ心を込めて作っています。
029-870-2880
10時〜18時30分

牛久市中央5-11-3
火曜

ミートデリカ なかじま
ローズポークと常陸牛の販売指定店
Meat Delica Nakajima

創業60年以上の「ローズポーク」販売指定精肉専門店。
常陸牛や地鶏「華味鶏」、各種総菜も取り扱っています。
オニクヤ

029-872-0298
牛久市中央5-13-11
9時30分〜19時30分
水曜

（有）
ヨシナガ
Yoshinaga

ワインケーキと地酒のお
店。芳醇な香りのワイン
ケーキや清酒
「桐筑波」
「う
しく」
を販売しています。
029-872-6399
牛久市小坂町1959-14
9時〜19時30分
月曜

板倉ファーム
Itakura farm

牛久市産の小麦粉を使用し、
ふんわりとした手作りケーキを販売。
無添加で体に優しい味わいが人気です。
090-1456-0507
電話予約による販売
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牛久市下根町1258
4〜8月は休業

伊勢屋
Iseya

地元の旬の食材にこだわった団子、さつまいも大
福などの和菓子のほか、いなり寿司や赤飯なども
用意しています。
029-872-0319
牛久市田宮町188-2
9時〜18時30分
水曜
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学芋
絶品大

芋千

市川光玉 人形工房

Imosen

Ichikawakogyoku Ningyokobo

創業90余年、ひな人形・五月人形などを製作・販売。
店内には数多くの人形を展示しております。
029-874-3252
牛久市神谷5-8-3
10時〜18時
6月〜10月（日曜、祝日） 11月〜5月（無休）

ハースブラウン牛久
Hearth Brown

JR牛久駅の改札前にある焼きたての香ばしいパンとおいしい珈
琲のお店。イートインスペースもあります。
029-870-3840
牛久市牛久町282 JR牛久駅2F
平日7時〜21時 日曜、祝日8時〜20時
無休（1/1のみ休）

スペースあい（みのるの郷内）
Space ai

手作りの焼きたてパンや種類豊富なラスク、生豆から
自家焙煎した珈琲など多数取りそろえています。

さつまいも菓子専門店。人気No.1の大学芋やクリーミー
な食感のスイートポテトなど、ぜひご賞味ください。
029-896-8886
牛久市中央5-14-25
10時〜19時（但し、完売次第終了）
月曜

029-873-0296・029-869-8686
牛久市さくら台1-76-3（障害者通所施設みのるの郷内）
11時〜16時（平日） 11時〜13時（土曜）
日曜

P.4

東本願寺
牛久大仏
（直営店）

Ushiku daibutsu

お香やオリジナルストラッ
プ、御朱印帳など各種大
仏土産を取りそろえてい
ます。
029-889-2931
牛久市久野町2083
3〜9月：平日9時30分〜17時 （土曜・日曜、祝日17
無休
時30分） 10〜2月：9時30分〜16時30分

熟練職人が商品開発から丁寧にこだわり製作していま
す。小銭入れやミニ財布、ブックカバーは人気商品。
029-872-4111
（ネット販売のみ）
10時〜16時
土曜・日曜、祝日

大仏まんじゅう、大判焼きな

（仲見世 ひたちの里・あさ川） どの和菓子や地元霞ヶ浦の伝
Ushiku daibutsu

統佃煮などが購入できます。

メイコーパール
Meiko Pearl

高品質の淡水真珠をメインに販売しています。ご試着
もできますので、じっくりと真珠をお選びください。
029-878-0101
牛久市中央5-4-4 セントラルクリエ
10～18時
火曜
（臨時休業あり）
イト6号室
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南部珈琲

Saifukobo andou

Nanbu Coffee

自家焙煎の珈琲豆専門店。手間を惜しまず丁寧な焙煎
で、甘く香ばしい香りのおいしい珈琲をお届けします。
029-830-8235
牛久市栄町1-21
10時～18時（LO17時30分）
無休（臨時休業あり）

La Matiere

北海道産の生クリームをはじめ、厳選した素材を使用
した生菓子や焼菓子などを豊富にそろえています。
029-873-1577
牛久市ひたち野東1-29-4 ひたち
10時〜19時
野桜風マンション1Ｆ
月曜（祝日・振替休日の場合は火曜）
、第2・第4火曜

フランス菓子

用！
カリ使 団子
り
コシヒ
牛久産 んべい・手作
せ
手焼き

東本願寺 牛久大仏

サイフ工房 ANDOU

自家焙煎珈琲豆専門店

菓子工房 ラ・マチェール

シャンボール

La Pa^tissie`re Francaise ChamBord

本格的なフランス菓子を
基本とした洋菓子店。茨
城銘菓「牛久ワインケー
キ」の製造販売元でもあ
ります。
029-871-4741
牛久市中央3-16-2
10時〜19時
水曜（祝日の場合は木曜）

手焼きせんべい 団子 和菓子
手作処 かっぱ本舗
Kappa honpo

河童米をはじめ、牛久産コシヒカリを使用した団子・
手焼きせんべいが人気。もっちもちの団子と、風味豊
かな手焼きせんべいは牛久の逸品です。
029-873-8760
牛久市田宮町45-10
9時〜18時
木曜（祝日の場合は営業）
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（有）
モロオカ
Morooka

日本酒、ワインのほか、オリジナルラベルなどお客様
のニーズとスタイルに合わせた商品を用意しています。
029-872-0110
牛久市中央5-12-14
10時～19時（電話受付10時～21時）
日曜

タマノ酒店
Tamano Saketen

生産者の情熱が感じられるワイン、ビール、日本酒、
果実酒、焼酎などの各種お酒をぜひお試しください。
029-872-2870
牛久市牛久町3193
10時～20時
水曜

P.8

長沼りんご園
Naganuma ringo en

りんごの直売、りんごジュースの販売のほか、ヤーコン、
ブルーベリーなど旬の農産物を多く扱っています。
090-6926-5050
10時〜16時30分

牛久市正直町1499-1
金曜

P.10

（株）
ヤマイチ味噌
Yamaichi miso

約15種類の酒精無添加の味噌、味噌を使ったソフトク
リームやお菓子などを販売。直売所限定商品もあります。
029-875-0002
牛久市島田町2713
平日：9時〜17時 土曜・日曜、祝日：10時〜17時
年末年始

生産直売

澤田茶園
Sawada cha en

沼本商店

Numamoto shouten

ヤマダフーズ

天満屋
（株）

Yamadafoods

Tenmanya

こだわりのひきわり納豆から、人気No.1のふっくら納
豆、納豆汁まで種類豊富な商品を用意しています。
029-875-2111
牛久市奥原町1753
9時〜17時
土曜、日曜・祝日・年末年始

JA水郷つくば

下根農産物直売所
Shimone Farmer's Market

毎日、生産者から運ばれてくる新鮮な旬の野菜を販売。
うしく河童大根やうしく河童西瓜など、地元ならでは
のブランド野菜も店頭に並びます。
029-870-2281
牛久市下根町787
10時〜18時
水曜
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牛久市で半世紀以上も続く地酒の専門店。日本酒・焼酎
は大型酒セラーで徹底した商品管理を心掛けています。

生産から加工まで一貫して行っており、煎りざや落花
生をはじめ、ほんのり塩味を付けた豆菓子は人気の商
品です。
029-872-0368
9時30分〜18時

牛久市さくら台4-38-8
月曜（12月は無休）

煎茶をはじめ、さまざま
な種類のお茶を自家栽
培・製造。味が濃厚で甘
実の強い「黒落花生」もお
すすめです。
029-872-0307
牛久市女化町30
8時〜19時
1月1日・2日

029-872-1027
牛久市南1-21-2
9時～19時
水曜

P.7

ポケットファームどきどき
つくば牛久店

Pocket farm DokiDoki

直売所では、毎日採れたての野菜・果物のほか、お米
やお肉、
特産品、
加工品など多くの商品が購入できます。
029-879-8800
牛久市猪子町967-1
平日10時〜17時30分 土曜・日曜、祝日9時30分〜17時30分
水曜（祝日の場合は営業、翌木曜休業）・年末年始

うしくグリーンファーム
（株）
Ushiku Greenfarm

自社で栽培した農作物を使ったワイン、パン用小麦粉、菜種油な
どを販売しています。
029-875-1333
牛久市久野町1496-1
9時〜16時
土曜・日曜・祝日

落花生専門店

いしじま

Souvenirshop Ishijima

特選から入り落花生や豆菓子など高い香りと深い味わ
いが自慢。約100種類から選べる詰め合わせもあります。
029-872-0079
牛久市女化町451
9時〜20時
水曜（12月は無休）
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うなぎ料理・会席料理

山水閣
Sansuikaku

国産うなぎを使ったうなぎ
弁当、ちらし寿司などはテ
イクアウト可。蒲焼、おこ
わ飯は贈答用に人気の商品
です。
0297-66-2350
龍ケ崎市庄兵衛新田町
282-40
火曜〜日曜：
11時〜14時（LO）
17時〜22時（LO）
月曜

（株）
ベルファーム

確実園園芸場（株）
鳩の樹

Bell Farm

青汁をはじめ、豊富なドリンクメニューは無添加、国産
素材、特許製法などにこだわり製造・販売しています。
090-8599-8804
9時～17時30分

つくば市下岩崎1041-1
年末年始

ひたち野うしくガーデン（株）
細谷造園
Hitachinoushiku Garden

広々とした花木センター。四季折々の花や樹木で、庭をきれいに
華やかに彩りませんか。

うなぎのちまき

029-872-0680
月曜・火曜

牛久市ひたち野西1-21-4

East Base

栄養士と建築士とで運営している飲食店。食べもの、
健康、物作り、地球環境のことなど私たちの気になる
ことを発信中。毎回内容の違ったお弁当もおすすめ。

Sawamuraya Shoes Shop

特幕の内弁当、鮭から弁当など各種お弁当を販売。団体のご注文
にも予算に応じて承ります。
つくば市明神375-20

029-872-0051
牛久市田宮2-51-35
10時～17時
月曜

サワムラヤ靴店

Ofuji

029-872-7198
不定休

植物収集・生産・販売に力を入れ、約50種のフジやア
ジサイなど数多くの樹種を取りそろえています。

10時〜17時

（有）オオフジ
EASTBASE（イーストベース）

Kakujitsuen

創業100余年の靴屋。自分にぴったり合う一足を見つ
けるだけでなく、足の健康のお手伝いもしております。

青木製麺工場

8時30分〜20時

Aokiseimenkojo

029-873-2725
牛久市中央3-27-4
10時～20時
水曜

茨城県内の特産物を使用した乾麺や生麺はギフトにお
すすめ。各市町村の特産品にも認定されています。

eastbase1365@gmail.com
牛久市刈谷町1-36-5
お問い合わせください
不定休

0297-58-2131
つくばみらい市板橋2277
11～19時
日曜

観光案内・物産

いばらき自慢
Ibarakijiman

牛久市観光協会マスコッ
トキャラクター
「かっぱの
キューちゃん」
のグッズや
牛久市内外の名産品を販
売。
029-874-0188
牛久市牛久町280
エスカード牛久2階
10時〜19時
エスカード牛久定休日

阪田ストアー

（有）
ミュージックプラント

Sakata Store

JR牛久駅から徒歩5分。安全で新鮮な野菜・果物・魚などの食材
を厳選して皆様にお届けします。
029-872-0296
牛久市中央3-33-10
9時30分～12時、15時〜18時
日曜、水曜、祝日

バンブー柳田
Bamboo Yanagida

50年以上続く、
市内でも老舗の洋服店。主にレディースファッショ
ンを取り扱っています。
029-873-3344
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Music Plant

広い店内にはギター、ベースのほか、ピック、弦など
の小物、楽譜など音に関する物がずらりと並びます。

牛久市南2-7-18

10時〜18時

水曜

029-856-1366
つくば市吾妻3-12-3
販売：12～19時（平日）、11～19時
（日曜、祝日）
スタジオ：12～24時（平日）、11～24時
（日曜、祝日）
年中無休（臨時休業あり）
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ここも寄りたい

楽しみいろいろ

こもれび森のイバライド

周辺周遊ガイド

つくば牡丹園

Guide to Ushiku City and Surrounding Area
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圏央道牛久阿見ICから約5分
無休
牛久市柏田町3432
029-872-0182

圏央道牛久阿見ICから約7分
無休
牛久市神谷2-34-12
029-872-0231

※料金、営業時間など詳細はお問合せ下さい

※料金、営業時間など詳細はお問合せ下さい

「さわろう。つくろう。あそぼう。ワクワクを耕す 体験ビレッジ。
」
がキャッチ
フレーズ。牧場、教室、アスレチック、バーベキュー、イベントなど、仲
間や家族で一日中遊べる体験型テーマパーク。
●東関東自動車道「成田IC」より R408 約25km
●圏央道「阿見東IC」よりR408 約11km 15分
●圏央道「稲敷IC」よりR408 約8km 10分
●JR常磐線牛久駅東口より車、タクシーで20分
10時〜17時（季節により変更あり）
大人（中学生以上）1,000円
小人（4歳〜小学生）600円
3歳以下無料
火曜 GW中は営業

駐車場有料
（普通2,000台）
稲敷市上君山2060-1
029-892-3911
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70

圏央道牛久阿見ICから約5分
年末年始
牛久市下根町1327
029-873-8211

圏央道つくば牛久ICから約5分
無休
つくば市下原368
029-836-1154

※料金、営業時間など詳細はお問合せ下さい

※料金、営業時間など詳細はお問合せ下さい

圏央道牛久阿見ICから約10分
9時〜14時（開園期間 6月中旬～8月中旬）
水曜・木曜
牛久市女化町142-1
080-3512-6304

たまやボート

ローボート、ジョンタイプ・ボートの
貸しボートがあり、遊覧から本格的な
釣りまで楽しめます。

女化ブルーベリーの森

世界最大級のピオニーガーデン
ウワサのお花、令和が今年も咲きます
常磐道谷田部ICから約5分
9時〜17時
雨天日
つくば市若栗500
029-876-3660
※料金など詳細はお問合せ下さい

50分

3000坪の農園です。
新鮮で瑞々しい果実を、味見をしなが
らゆっくりと摘み取ってください。

筑 波 山 を 望 み 、雄 大 な る 景 観 を 誇 る
名門ゴルフ場。松林と大小の池を巧み
にマッチさせた全 ホールの格調高い
コースです。

霞ケ浦国際ゴルフコース

豪快270ヤード全 打席のゴルフ練
習場。平日も休日も、時間無制限打ち
放題。

牛久ジャンボゴルフ練習場

全 ホール・1010ヤードのミニゴル
フ場。初心者から上級者まで、楽しく、
格安にプレーできるショートコースです。

牛久ミニゴルフ場

自然の穏やかな起伏を活かした戦略性
の高い ホールのゴルフ場を体感して
ください。

金乃台カントリークラブ

常磐自動車道谷田部ICから約15分
月曜・木曜
牛久市新地町
029-874-6631
※料金、営業時間など詳細はお問合せ下さい

※料金、開園期間など詳細はお問合せ下さい

F Mうしくうれし
く放送
パーソナリティの
加奈さん

牛久の情 報を発信
地域情報を発信する2

ちゃん地域と生活に密着した牛久の楽しい・うれしい情報を発信
みよT V
するコミュニティ FM放送局です。茨城県牛久市から周波数

85.4MHzで放送中。東日本大震災をきっかけに2015年に防災

は
局内 あい
い
あ
和気

目的で設立しました。地域密着の放送なので、聞き手・出演者と
も、主に地域の人たちです。これか

つのメディアを紹介

ちゃんみよT V

牛久のすてきなお店や、楽しい情報を発信するインターネット

テレビ放送局です。市民参加型の情報発掘コミュニケーション番

組
「夕暮れモーモー」を中心にYouTubeで配信中。ご近所さんや
知っているお店が登場します。2012年にテレビ局がない茨城県

で、インターネットで若者向けに地

らも楽しい・うれしい情報を放送す

域情報を発信したいとスタートしま

るので、ぜひ聞いてください。いざ

した。スタッフは全員ボランティア

皆さんとつながってい

います。これからも楽

というとき、ラジオは

で、高校生も参加して

ます！

しい情報を配信するの
理事長の綾部さん
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く放送
F Mうしくうれし

で、ぜひ見てください。
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うし く 周 辺 周 遊 マ ッ プ

至つくば

霞ケ浦国際ゴルフコース

つくば牛久

牛久阿見I.C

牛久駅

I.C

落合交通

圏央道

408

谷田部I.C

荒川沖ハイヤー

ひたち野
うしく駅

つくば中央
I.C

Guide Map

タクシー会社

至水戸

桜土浦I.C

稲敷I.C

阿見東I.C

至成

☎029-873-7272

関鉄県南タクシー牛久営業所
☎029-872-0238 10120-188-179
バス会社
牛久フェニックスバス

車
動
自
磐
常

6

交通のご案内

線
常磐

【車】圏央道つくば牛久I.C
から国道408号で約15分
【電車】
JR常 磐 線 牛 久 駅 ま た は、
ひたち野うしく駅下車
（上野駅から約50分）

JR
三郷I.C

3

東京

つくば牡丹園

ひたち野うしく
ガーデン

茨城中央観光

☎029-875-0354

株式会社新日光トラベルサービス

☎029-873-3622

ホテル・旅館
ビジネスホテルグランディール
牛久市田宮3-10-20 ☎029-872-8081
牛久シティホテル
牛久市牛久町885-1

☎029-874-0801

牛久シティホテルアネックス
牛久市牛久町954-1 ☎029-874-1021

ひたち野うしく駅
ラ・マチェール

牛久シティホテル駅前館
牛久市中央5-15-7 ☎029-874-4489

ライフツリーひたち野うしく

碑公園

明治天皇記念
桜並木
稲荷川外堤の

☎029-846-5584

旅行会社

道

田

☎029-872-0048

女化神社

2

ライフツリーひたち野うしく
牛久市ひたち野東1-33-5 ☎029-878-2005

つくば市
茎崎窓口センター BAIGETSU
cafe

1
エスカード牛久

山

牛久沼と富士

牛久シャトー
牛久シティホテル
駅前館

ベルファーム

うしくかっぱガーデン
かっぱの里
キャンプ場
生涯学習センター

稲敷市

観音寺

牛久グリーンファーム

パンの店 ひつじ雲

土浦竜ケ崎線

市川光玉人形工房

至 成田市

牛久市住井すゑ文学館

牛久沼の夕景
…観光名所
…物産店
…お食事処
…ホテル
…総合病院
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「河童の碑」
周辺には
こんな案内も…

おはよう納豆本舗
（㈱ヤマダフーズ）

コルカリーノ
明治天皇記念碑公園
女化ブルーベリーの森
澤田茶園

線

阿見

崎
竜ケ

こもれび森の
イバライド
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キャンプ場
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確実園園芸場

かっぱの里
生涯学習センター
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牛久シティホテル
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南部珈琲
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EAST BASE
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図

メイコーパール
（株）イケノベ

天使のおやつ
桜並木

牛久シャトー

うまいもん処 笑味
南部珈琲
エスカード牛久店
いばらき自慢

焼肉すぎうら
サワムラヤ靴店

牛久シティホテル駅前館

モロオカ

ふらんす食堂

ビジネスホテル
グランディール

牛久市
住井すゑ文学館

3

GOTORI
INK-I
芋千

阪田ストアー
バンブー柳田
ミートデリカ
なかじま

ベル・ザ・クラス ひたち野うしく
ガーデン

串焼すぎうら
天満屋

カマンベール

麦と葡萄
牛久醸造場

プリンス
インドレストラン

ひた
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ディピカ

ハースブラウン牛久

筑波銀行

いごこち屋

エスカード牛久

タマノ酒店

拡大図

牛久沼かっぱの小径

ラ・マチェール

ライフツリー
ひたち野うしく

市川光玉
人形工房
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