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Visit Neighboring Spots

Miharu Takizakura

●
 三春滝桜

Koori Togenkyo

Miharu

【三春町】

樹齢1000年以上の日本を代表
する桜の巨木。日本三大桜の
ひとつとして有名。
【見頃】4月中旬～
【住所】三春町滝桜久保地内


Kasumigajo Castle Park

日本百名城のひとつに数えら
れる霞ヶ城。約2,500本の桜
で彩られる花の名所。
【見頃】4月上旬～中旬
【住所】二本松市郭内4丁目


四季を通して咲き誇る桜やフ
ジ、スイレン等の花々。秋に
は紅葉が楽しめる庭園。
【見頃】4月～11月
【住所】本宮市本宮字蛇ノ鼻38



Sannokura Kogen Sunflower Fields

Kitakata

●
 三ノ倉高原ひまわり畑【喜多方市】

三ノ倉スキー場のゲレンデに、
東北最大の約250万本のヒマ
ワリが咲き誇る。
【見頃】8月上旬～9月上旬
【住所】喜多方市熱塩加納町相
田字北権現森甲857-6



MAPCODE：674 299 493*24

Nihonmatsu

●
 合戦場のしだれ桜【二本松市】

推定樹齢180年、満開時の滝
のような姿は圧巻。菜の花と
の調和が美しい。
【見頃】4月中旬～下旬
【住所】二本松市東新殿字大林
地内

50台

MAPCODE：129 444 209*22

This cherry tree is around 180
years old and looks like a pink
waterfall when in full bloom.
[Season] Mid ~ Late April
[Address] Nihonmatsu Higashi
nidono,obayashi

約100台

猪苗代湖や磐梯山が一望でき
る高原。夏はヒマワリ、秋に
はコスモスが咲く。
【見頃】ヒマワリ：8月下旬～9月上旬

コスモス：8月下旬～10月中旬

【住所】郡山市湖南町赤津馬頭原

MAPCODE：504 276 820*42

These highlands feature sunflowers
and cosmos flowers with a
panoramic view of Lake Inawashiro
and Mt. Bandai.
[Season] Sunflowers: Late-August
~ Early September, Cosmos: Late
August ~ Mid-October
[Address]
Koriyama, Konan, Akatsu batohara

Shiroishi River Hitome Senbon Zakura

Miyagi, Ogawahara

●
 白石川堤一目千本桜【宮城県大河原町】
白石川の堤に約8㎞続く桜の
名所。満開の桜並木と雪の蔵
王連峰の眺めが圧巻。
【見頃】4月上旬～中旬
【住所】宮城県柴田郡大河原町



約800台

2.5 million sunflowers make this
the largest field of sunflowers in
the Tohoku region.
[Season]
Early August~Early September
[Address] Kitakata, Atsushio-Kano,
Aita, Kita Gongenmoriko 857-6

Koriyama

●
 郡山布引風の高原【郡山市】

300台

Enjoy the four seasons with
cherry blossoms, wisteria, water
lilies, and autumn leaves.
[Season] April ~ November
[Address] Motomiya,Motomiya,
Janohana 38

20台

120 hectares of peach orchards
that become a pink blanket of
color.
[Season] Mid-April ~
[Address]
Koori, Danzaki,Yoshinumamae

Koriyama Nunobiki Kaze no Kogen

Motomiya

●
 花と歴史の郷 蛇の鼻【本宮市】

MAPCODE：129 330 286*52

MAPCODE：76 321 768*53

500台

Kasumigajo Castle is one of the
100 famous castles of Japan,
and features around 2,500
cherry trees.
[Season] Early~Mid - April
[Address]
Nihonmatsu, Kakunai 4-Chome

Janohana



Kassenba Weeping Cherry

Nihonmatsu

●
 福島県立霞ヶ城公園【二本松市】

MAPCODE：129 637 274*36

120ヘクタールにもおよぶ桃
畑が、一面ピンク色に染まる
景色はまさに桃源郷。
【見頃】4月中旬～
【住所】桑折町大字伊達崎字吉
沼前地内

770台

This giant weeping cherry is
over 1,000 years old. It is known
as one of the three top cherry
trees in Japan.
[Season] Mid-April ~
MAPCODE：300 840 492*27 [Address] Miharu, Takizakura Kubo

Koori

●
 こおり桃源郷【桑折町】

MAPCODE：156 463 509*75

300台

The ‘View of 1,000 Cherry Trees’
stretches for 8 km along the
banks of the Shiroishi River.
[Seas on] Early~Mid - April
[Address] Miyagi Prefecture,
Shibata District, Ogawara

Daizoji Temple Weeping Cherry Trees
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●
 大蔵寺のしだれ桜
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Local Hidden Spots

25台 MAPCODE：475 238 451*06

Kaminodera Wisteria

●
 上野寺の藤棚

※こちらは個人の庭をご厚意で開放していただい
ています。マナーを守って訪問してください。

15台

MAPCODE：475 172 484*22

Lake Shonan Biopark

●
 照南湖ビオパーク

【見頃】5月上旬～下旬
【住所】福島市上野寺字祭田13
The light purple flowers of the wisteria flow in
the wind like a curtain with a sweet fragrance.
Note: This is a private residence, please watch
your manners when you visit.
[Season] Early ~ Late May
[Address]
Fukushima City, Kaminodera, Matsurida 13
15台 MAPCODE：76 004 880*55

5台

These 300-year-old weeping cherry
trees can be found at Daizoji Temple
which houses the 1,000-armed
Kannon statue that is a registered
national important cultural property.
[Season] Mid-April ~
[Address]
Fukushima City, Oguraji, Jikkoku 7

知る人ぞ知る穴場スポット。 晴れた
日には福島市西部に見える吾妻山
の雪うさぎと桜の共演を楽しめる。
桜で彩られた敷地は広々としてお
り、ペット連れで楽しむこともできる。
【見頃】4月中旬～
【住所】福島市山田

Takakurayama

●
 高倉山

藤が咲き始めると薄紫色の花のカーテンが
風に揺られ、甘い香りに包まれる。少人数
でゆっくりと鑑賞できる。

国の重要文化財に指定された千手
観音がある大蔵寺のしだれ桜。樹
齢300年といわれ、長い歴史を感
じさせるように大きく咲き誇る。
【見頃】4月中旬～
【住所】福島市小倉寺字拾石7

MAPCODE：475 040 011*17

A hidden local favorite. You can
enjoy a sunny view of the Snow
Rabbit on the Azuma Mountains in
the west from among the cherry
blossoms.
[Season] Mid-April ~
[Address] Fukushima City, Yamada

かつて天然のスケート場として利用
されていた湖に、 500本ほどのス
イレンが色とりどりに咲く。 その様
は、まるでモネの絵画「睡蓮」の
ような風景。
【見頃】6月中旬～9月上旬
【住所】福島市土湯温泉町葭畑
This lake was once used as a natural
skating rink, and features around 500
colorful waterlilies.
[Season]
Mid-June ~ Early September
[Address] Fukushima City, Tsuchiyu
Onsen, Yoshibata

Onuma Pond "Mizubasho"

●
 男沼の水芭蕉

男沼・あけぼの湿原に可憐なミズバショウが咲き誇る。 遊歩道
が整備され、ハイキングにもぴったり。
【見頃】4月中旬～5月下旬
【住所】福島市土湯温泉町字男沼地内
This pond features pretty ‘mizubasho’ flowers. The elevated
walkways make this an ideal hiking area.
[Season] Mid-April ~ Late May
[Address] Fukushima City, Tsuchiyu Onsen, Onuma
15台

福島市観光案内所【JR福島駅西口】

TEL

MAPCODE：475 098 117*41

024-531-6428

〒９６０-８０３１ 福島県福島市栄町１-１ JR福島駅西口２F https://www.hanamiyama.jp
………………………………………………………………………………………………………………………………
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●
❶ 花見山

Hanamiyama

「桃源郷」といわれる福島を代表する花の名所で、必ず立ち寄りた
いスポットの一つ。 春だけで、国内外から20万人以上の観光客が
訪れる。 桜や梅、サンシュユ、レンギョウ、モクレン、ハナモモな
ど約70種類の花々が咲き誇る絶景は、地元花卉農家の花木畑に
よって織りなされている。 花が人を招くとは、まさにこのこと。
【見頃】3月下旬～4月下旬 【住所】福島市渡利地内

ＪＲ福島駅周辺の有料駐車場または臨時駐車場
Hanamomo no Sato

●
❷ 花ももの里

飯坂温泉街にあり、世界中から集めた40品種、約300
本のハナモモが咲く。例年、4月上旬から下旬には1万
人以上が訪れる。レジャーシートを片手に足を運べば、
お花見気分が高まるはず。

【見頃】4月上旬～下旬
【住所】福島市飯坂町字舘ノ山地内

This park in Iizaka Onsen features around 300 trees of 40
varieties of peach trees. The annual Hanamomo no Sato
Matsuri attracts over 10,000 visitors.
[Season] Early～Late April
[Address] Fukushima City, Iizaka, Tatenoyama
100台
MAPCODE：76 278 579*82

The premier flower destination in Fukushima with
over 200,000 visitors from across Japan and around
the world during spring. The fields are tended by
local farmers, with around 70 varieties of flowers
including cherry, plum, and peach blossoms,
forsythia, and magnolias.
[Season] Late March ~ Late April
[Address] Fukushima City, Watari

MAPCODE：475 269 351*33
Shinobuyama Park

●
❸ 信夫山公園

福島市のど真ん中にそびえ立つ里山に約6,000本の桜が咲
く。お花見の定番スポットとして家族連れやグループで
にぎわう。4月上旬からは出店が並び、夜にはライトアッ
プも実施される。

【見頃】4月中旬～ 【住所】福島市太子堂１

This small mountain in the middle of Fukushima City has
around 6,000 cherry trees and is a popular ‘hanami’ spot.
There are food stalls while the cherry blossoms are lit-up at
night from early April.
[Season] Mid-April ~ [Address] Fukushima City, Taishido 1
30台
（臨時）

MAPCODE：76 041 677*33

Jitokuji Temple ‘Seed-Sowing’ Cherry

●
❹ 慈徳寺の種まき桜

樹齢300年以上といわれるしだれ桜。昔はこの桜の開花を目
安に、苗代に種を蒔いたことから「種まき桜」と呼ばれてい
る。見頃時期にはライトアップも実施。高台にあるので、桜
越しに市街地を眺められる。

【見頃】4月中旬～
【住所】福島市佐原字寺前9

This cherry tree is over 300 years old. It is known as the ‘seedsowing’ cherry because local farmers know to plant their rice
seedlings when it blooms.
[Season] Mid-April ~
[Address] Fukushima City, Sabara, Teramae 9
100台

美しい立ち姿と用水池に映る鏡桜は見事。樹齢140年の
勇ましい一本桜にシャッターを切るカメラマンも多い。
実は、慈徳寺の種まき桜から枝分けした木であり、種ま
き桜の「子」にあたる。

MAPCODE：475 192 863*14

The Hosui Cherry

●
❹
❺ 芳水の桜

【見頃】4月中旬～ 【住所】福島市松川町金沢字小手山浦地内

This lone 140-year-old cherry tree is known for its beautiful
reflection in the nearby pond. It was grown from a seed from
the Jitokuji Temple ‘seed-sowing’ cherry.
[Season] Mid-April ~
[Address]
Fukushima City, Matsukawa, Kanezawa, Kodeyamaura
MAPCODE：129 883 532*11

Omorijoyama Park

●
❻ 大森城山公園

かつて片倉小十郎景綱が城主となった城跡にはソメイヨ
シノやしだれ桜など、約700本の桜が咲き競う。例年4
月上旬からさくらまつりが行われる。

【見頃】4月中旬～
【住所】福島市大森字本丸82

This park was had castle ruins, and it features around 700
somei-yoshino and weeping cherry trees.
[Season] Mid-April ~
[Address] Fukushima City, Omori, Honmaru 82
69台 MAPCODE：475 202 486*71

Hanayashiki Park

●
❼ 花やしき公園

ハナモモやレンギョウなど約7,000本の
花々を地域の住民が植栽し、春には鮮やか
に彩られる。車窓から眺める景色もオスス
メで、近年、観光客が増加している注目の
スポット。周辺には飲食店も点在している
ため、ランチを挟んで訪れても良い。
【見頃】4月中旬～下旬
【住所】福島市飯野町字東鎮石内地内
This park is tended by local residents and
features around 7,000 flowering trees including
peach blossoms and forsythia. There are also
food stalls dotted around the area.
[Season] Mid ~ Late April
[Address]
Fukushima City,Iino,Higashi Shinshakuuchi
30台
MAPCODE：129 799 861*33

道路沿いに560メートルほど続く桜並木。 青空を交えて
シャッターを切れば、まるで映画のワンシーンのよう。 地元
の方々の手造りの行燈が照らす夜桜も見どころの一つ。

Uwadaiyama Weeping Cherry Trees

●
❽ 右輪台山のしだれ桜

【見頃】4月中旬～下旬
【住所】福島市松川町水原字右輪台地内

Rows of weeping cherry trees line the road for several
hundred meters. The local community hangs hand-made
lanterns along the route so the area can be enjoyed at night.
[Season] Mid ~ Late April
[Address] Fukushima City, Matsukawa, Mizuhara, Uwadai
仮設

Jorakuen

Azuma Sports Park

●
❾ 浄楽園

●
 あづま総合運動公園

京都の金閣寺を手がけた庭師が10年以上かけて完成させ
た池泉廻遊式庭園。樹齢150年の薄紅しだれ桜に始まり、
初夏のアヤメや菖蒲、秋の萩、紅葉など、季節ごとに移
り変わり、日本文化を肌で感じられる。園内には茶屋も
あり、軽食もとれる。浴衣姿で散策するのもオススメ。
※冬季閉鎖あり。HP で確認を

【見頃】4月中旬～9月上旬

【住所】福島市桜本字荒神38

広い園内に四季折々の花や草木があふれる。 春には約
800本の桜並木、初夏には野草の女王である約10,000本
のヤマユリ、秋にはライトアップされたイチョウ並木が出迎
える。 家族での散歩やカップルでの写真撮影にも人気。

【見頃】4月下旬〜11月上旬
【住所】福島市佐原字神事場1

This Japanese garden was designed by a gardener who took
care of the gardens at Kinkakuji in Kyoto. In spring there is a
150-year-old cherry tree, in early summer there are irises, in
autumn there is clover and maple leaves. There is also a tea
house inside the garden.
[Season] Mid-April ~ Early September
[Address] Fukushima City, Sakuramoto, Kojin 38
50台

MAPCODE：129 846 285*85

MAPCODE：475 285 645*20

日本のアリゾナと称される磐梯吾妻スカイライ
ンの中間に位置する。磐梯朝日国立公園内にあ
る標高1,600m の浄土平周辺には、ワタスゲな
どの多種多様な高山植物が広がる。 秋には鮮
やかに色づいた紅葉の絶景を見ることができ、
トレッキングを目的に毎年多くの人々が訪れる。

【見頃】5月下旬～9月中旬 ※冬季閉鎖あり
【住所】福島市土湯温泉町字鷲倉山地内

Jododaira is located inside the Bandai-Asahi
National Park on the middle of the BandaiAzuma Skyline. At an altitude of 1,600 m there is
cotton grass and a range of alpine flora. Hiking
in autumn you can see the autumn leaves.
[Season] Late May ~ Mid-September
[Address]
Fukushima City, Tsuchiyu Onsen,Washikurayama
300台
MAPCODE：475 180 418*66

Jododaira

In Spring about 800 cherry trees line the roads, in early
summer there are 10,000 lilies(the queen of the wildflowers),
and in autumn you can see the gingko trees under lights.
[Season] Late April ~ Early November
[Address] Fukushima City, Sabara, Kamikotoba 1
●

2,600台

MAPCODE：475 163 827*71

●
 浄土平

土湯温泉近くにある小高い丘の公園。昔から野生
のツツジが群生しており、その丘を整備して作ら
れた。国立公園内に位置しており、吾妻連峰を眺
めながら、鮮やかなツツジの遊歩道を散策できる。

Tsutsujiyama Park

●
 つつじ山公園

【見頃】5月中旬～
【住所】福島市土湯温泉町字日向地内

This park is located on a small hill near Tsuchiyu
Onsen inside a National Park. It offers amazing
views of the Azuma Mountains, and has rows of
azaleas along its paths.
[Season] Mid-May ~
[Address] Fukushima City, Tsuchiyu Onsen, Hinata
15台

山肌を淡紅色の可愛らしいヒメサユリが咲き揺れ
る。土湯温泉の近くに位置し、早朝から撮影に訪
れる人も多い。

MAPCODE：475 099 307*88

Tsutsumigadaira Lillies

●
 堤ヶ平のヒメサユリ

【見頃】5月下旬～6月上旬
【住所】福島市土湯温泉町字堤ヶ平地内

These cute lilies bloom across the mountain. Located
close to Tsuchiyu Onsen, it is a popular photography
spot, especially from early in the morning.
[Season] Late May ~ Early June
[Address]
Fukushima City, Tsuchiyu Onsen, Tsutsumigadaira
30台

MAPCODE：475 009 445*63

Kumagaiso no Sato

●
 クマガイソウの里

全国でも稀な絶滅危惧種・クマガイソウが自生する群生地。
群生地を保護するため、毎年５月に「クマガイソウの里ま
つり」を開催し、この期間のみ限定公開している。期間中
に提供される藤八蕎麦は、毎日売り切れるほど大人気。

【見頃】5月上旬～下旬
【住所】福島市松川町水原字鎌倉山地内

This area is home to a rare and endangered species of
‘kumagaiso’ orchid. The area is only opened once a year in May
for the Kumagaiso no Sato Matsuri to help preserve the area.
[Season] Early～Late May
[Address] Fukushima City, Matsukawa, Mizuhara, Kamakurayama
150台 ※大型バスの利用不可
MAPCODE：129 870 041*47

約5,000株の色鮮やかなアジサイが迎えて
くれる公園。「あじさい小路」として市民に
親しまれ、雫が滴るアジサイに情感があふ
れる。雨の日に、傘を片手に優美な写真を
撮りに訪れる人も多い。

【見頃】7月上旬～中旬
【住所】福島市松川町字土合舘7

This park has over 5,000 brightly colored
hydrangeas. It is called ‘Hydrangea Lane’ by
locals, and many people visit with an umbrella
in one hand and a camera in the other.
[Season] Early ~ Mid-July
[Address]
Fukushima City, Matsukawa, Doaidate 7
60台
MAPCODE：129 851 112*85

Doaidate Park Hydrangeas

●
 土合舘公園のアジサイ

