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即清寺

裏山には吉野山園地があり、そこから愛宕山の

山頂にある愛宕神社奥の院までの山中には、

慶応年間に建てられた山内新四国八十八箇所

霊場の石碑群があります。

青梅市柚木町1-4-1

即清寺

即清寺
山内新四国八十八箇所霊場巡り



やお九

御岳渓谷でリバーアクティビティ。御岳山で１泊してサイクリング。
盛りだくさんプランです。

やお九
四季折々の雄大な景色を

見ながら、こだわりの素材

で作った愛情たっぷりの

甘味をご賞味あれ！

宿坊に宿泊したらナイトハイク。

都内の夜景や星空が広がっています。絶景スポットを探してみてください。

※夜道は暗く危険です。懐中電灯を持参してください。

返却場所は、JR青梅駅・JR河辺駅を含む全７箇所です。

奥多摩駅周辺にも返却場所があります。

西も東も行きたいところに足が延ばせます。

自転車は、すべて電動アシスト付きなので、上り坂も楽々。

かご付きの自転車ならお土産を買うのに便利です。

青梅市御岳本町266

0428-78-8411

御岳駅から徒歩2分

11時～18時

水曜日・木曜日定休

http://yao9.main.jp/

ＪＲ御岳駅下車

28

ナイトハイク
宿坊宿泊者だけの特別な空間レンタサイクル ミナクル

電動自転車で快適旅

レンタサイクル
ミナクル

ナイトハイク



儘多屋客室

二十八部衆

https：//www.rainbowleaf. jp/

glass studio Rainbow Leafglass studio Rainbow Leaf





411

45

紅葉のライトアップ

御岳渓谷紅葉のライトアップ

巨岩を縫うように白波を立てる渓谷、鮮やかに浮き立つ紅葉のアーチ
など、雄大な自然の夜景をお楽しみください。

期間：11月上旬～下旬

JR御嶽駅周辺遊歩道

入場無料

御岳交流センター（有料）

幻想空間を体感

民宿
お宿やお九



（ゆめうめちゃん）

境内の一角にある
桃の林は見事。
例年３月下旬が見頃です。

桃（安楽寺）
F-1

塩船観音寺の約2万本のツツジや、
吹上しょうぶ公園の250品種以上
の花しょうぶが楽しめます。梅の公
園、霞丘陵ハイキングコースでは、
季節の花々が迎えてくれます。

霞丘陵の一角、勝沼城跡歴史環境保全
地域に囲まれた谷戸（丘陵が侵食され
作られた谷状の地形）を生かし整備され
ました。５月下旬～６月下旬に開催され
る「花しょうぶまつり」期間には、250品
種以上の花しょうぶが咲き乱れます。紫
はもちろん、白、青、ピンク、黄など、色とり
どりの花々がお迎えいたします。

や　と

室町時代に建立された本堂や阿弥陀堂
などは国の重要文化財に指定されてい
て、「花と歴史の寺」として親しまれてい
ます。４月中旬から５月上旬の「つつじま
つり」には約2万本のツツジが咲きそろい
ます。ほかの時期にもアジサイ、萩、彼岸
花等、季節の花が楽しめます。



スポーツバイクを中心にレンタルやデポサ
ービスを展開するサイクルステーション。
清潔なシャワールームに荷物預かりロッ
カーも充実し、サイクリストはもちろんハイ
カー、ランナーの方もご利用いただけます。

Ome Blue

サイクルハーバー青梅

MINACLE （ミナクル）
・GLITTER：3 段ギア / 電動アシスト
　（初心者・シニア向け）
・VELO-STAR MINI :7 段ギア / 電動アシスト
　（スポーツタイプ）

2,500円/1日（営業日によって割引料金変更有）
※15：00以降の貸出は行っておりません。 ロードバイク

クロスバイク・MTB
シティバイク

料理の一例

客室からの眺め

岩風呂

１日2,000円（税込）～
１日2,000円（税込）～
１日1,000円（税込）～

JR御嶽駅に到着後、すぐにサイクリングに出
かけられます。25台ある自転車はすべて電
動アシスト付。返却場所は、JR奥多摩駅周
辺、JR青梅駅を含む最大7箇所。大自然・森
林浴・パワースポット・渓谷・田舎道・七福神
巡り…etc　楽しみかたは、無限大。

10：00～18：00（火水定休）

※11月～2月は、17:00まで

７台

070-4216-2488

JR御嶽駅構内

9：00～17：00（最終受付15：00）

不定休

料金

① MINACLE（ミナクル）
② 奥多摩トレックリング　
　　住所：西多摩郡奥多摩町氷川197
③ 小澤酒造
④ JR青梅駅前
⑤ 青柳自転車店　月曜日定休
⑥ 自転車コーキ屋　水曜日定休
⑦ JR河辺駅
※返却時間は、17時まで（小澤酒造は16時まで）

返却場所

J
K
K

F-3
F-3



昭和時代の生活雑貨のパッ

ケージなどを展示する「昭和

レトロ商品博物館」、昭和の

情景のジオラマがある「昭

和幻燈館」を巡り、昭和時代

へタイムスリップ。青梅宿で

は、ノスタルジックな気分を

味わえます。JR青梅駅周辺

は、歴史あるイベントが多く

開催されます。

…青梅七福神ホームページ http://ome7.tokyo/

近代日本画の巨匠・川合玉堂の作品や遺
品などを展示しています。枯山水の庭園
は、米国の日本庭園専門誌「ジャーナル・
オブ・ジャパニーズ・ガーデン」が実施した
２０１９年の日本庭園ランキングで５位に
選ばれました。

禅宗の七堂伽藍の典型的な
配置を保っていることから東
京都指定史跡となっています。
江戸時代に建てられた山門
や、国の重要美術品の大梵鐘
など、見どころが多くあります。

江戸時代から、明治、

大正、昭和の日本女性

の髪飾りを展示してい

ます。著名な収集家の

故・岡崎智予さんのコレクション

を約4000点所蔵。

青梅駅前　旧青梅街道

JR青梅駅　下車すぐ

5月2日12：00～22：00／5月3日09：00～22：00

①青梅大祭

永山公園グラウンド

JR青梅駅から徒歩約10分

例年8月第一土曜日

②納涼花火大会

青梅駅前　旧青梅街道

JR青梅駅　下車すぐ

1月12日13：30～21：00

③だるま市

③だるま市

②納涼花火大会

⓵青梅大祭

「昭和レトロ商品博物館」「昭和幻燈館」で昭和の時代へタイムスリップ。青梅街道は、祭りで賑わう。
青梅鉄道公園では、実物の鉄道車両を見られます。

青梅宿は、イベント盛りだくさん！
　　　　　昭和の雰囲気に酔いしれる。



柳丸

白餡と卵黄をバターを効かせた
皮で包み、木の葉をイメージした
形で焼き上げた欧風焼き菓子で
す。おやつのお供やお土産にぜひ
どうぞ。

青梅の地名の由来でもある「梅」をかたどった瓦せんべい。昔から慣れ親しまれてきた
歴史あるお菓子です。
その歴史は江戸時代が始まりとされ、お店ごとに味も形も工夫された個性豊かな青梅
せんべいが販売されています。

江戸時代、青梅周辺の村々には菓子商が16軒あったことがわかっています。当
時は、農作業の合間に菓子を作ったり売ったりするなどして、農家が片手間に営
む程度でした。その後、明治時代に入ると、本業として菓子商を営む者が現れま
した。
青梅せんべいの起源は明らかになっていませんが、〝一本〞という菓子商が青梅
せんべいの製法を他の菓子商に教えたのが始まりと伝えられています。
〝一本〞は明治20年頃、千葉の行徳（市川市）から来た為さん権さんという兄弟
が青梅に店を出した菓子商で、青梅せんべいのほかに饅頭もよく売れたといわ
れています。
青梅せんべいの形は、表に梅の花を重ね、裏に金剛寺にある青梅の書家小林天
淵の詩が彫られているものがほとんどでした。表の梅だけが打ち出されており、
その名残をとどめています。
卵、小麦粉、砂糖を主原料とした素朴ながらもコクがあり、ほんのり甘い懐かしい
味。適度な歯ごたえもあり口どけの良いお菓子です。
梅しそ味やゴマ入りなど、いろいろな味わいを楽しめる青梅せんべいもあります。

オー・メ ノーブル

復活した青梅の銘菓

今も昔も親しまれるおやつの定番

青梅の名物となった青梅せんべい

いちもと

柳丸



久保田農園

青梅トマトガーデン

里山にある小さな農園です。ブルーベリー・
キウイフルーツの摘み取り体験ができます。
季節の野菜や手作りジャムの販売もしています。

ティフブルー、ウッダード、ホームベル
など多品種のブルーベリーを1,200坪
の畑で約500本栽培しています。

青梅市成木1-104

0428-74-6563

《ブルーベリー収穫期》7～8月、入園料：大人200円・子供100円、

料金：100ｇ250円

《キウイフルーツ収穫期》10月下旬～11月中旬、料金：100ｇ120円

定休日：火曜日・水曜日

営業時間：10時～16時

《その他の時期》土曜日・日曜日不定期営業

営業時間：10時～16時

※日によって変更あるため電話で確認

https://www.kubota-farm.com/

青梅市今井2-805

090-7224-5454/080-5655-4663

青梅ICより車で6分

《ラズベリー》6月～7月
入園料 大人500円／子供300円
（量り売り100g/300円）
《ブルーベリー》7月～8月
入園料 大人500円／子供300円
（量り売り100g/200円）
《キウイフルーツ》10月～11月
入園無料
（量り売り1kg/600円）

問い合わせ：企画部財政課

　青梅市では、まちづくりを進めるにあたり、ふるさと納税制度を活用し、青梅市を応援してくだ
さる方々から広く寄付を募り、様々な施策や課題解決に向けた事業に活用させていただきます。
ふるさと納税を通じて、是非とも、ご支援をお願いします。
　ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」「さといこ」「青梅市トップページ」から謝礼
品の内容がご覧いただけます。また、寄付の手続きも簡単に行なうことができます。

　　≪寄付金の使い道≫
〇梅の里再生・復興
〇吉川英治記念館の管理運営
〇御岳渓谷遊歩道の災害復旧
〇福祉政策　〇子育て・教育
〇スポーツ振興など

『ふるさとチョイス』：https://www.furusato-tax.jp/city/product/13205
『さといこ』           ：https://www.satoiko.jp/local/detail/82

※「ふるさと納税」とは、『納税』という言葉を使っていますが、生まれ故郷や応援した
　い自治体へ贈る寄付金のことです。
　原則として、寄付額の 2,000 円を除いた額について、所得税および住民税から控除
　を受けることができます。（控除上限額は収入や家族構成によって異なります。）

農薬を使用せず
無化学肥料で作
られているラズ
ベリー・ブルー
ベリー・キウイ
フルーツなど、
季節のフルーツ
を収穫できます。

糖度も高く、指でつま
むとマシュマロのよう
にぷよぷよしているの
が大きな特徴で、まさ
にフルーツのような新
触感のミニトマトです。
ハウスでの直売も行っており、収穫
期には、トマトの収穫も楽しめます。
※事前予約制

カナディアンログハウスの休憩所には、
喫茶スペースや売店があり、コテージの
フルーツを使ったスイーツやジャムなど
を販売しています。

Tokyo Tometo



ゲストハウス＆カフェ
青龍kibako 昭和初期に建てられた趣ある建物、素泊まりのゲストハウスです。

毎月13日

平日11:00～15:00 / 土日祝11:00～15:00・17:00～19:30　火曜日定休

青梅市本町130-24

久保田農園

青梅トマトガーデン トマト

ゲストハウス
古民家リラックスホーム

青梅時間・宿

民宿 お宿やお九

１日１組最大８人限定の貸切で利用可。昭和レトロな雰囲気と和モダンの室内、時を忘れたひとときを過ごせます。http://ometime.tokyo/

漆喰や天然木をふんだんに使用した体に優しいお部屋。御岳渓谷のせせらぎを聞きながらゆっくりできます。

日本の古き良き古民家スタイルで、素泊まりの宿泊施設

《河辺・東青梅エリア》
酒井屋

青梅市二俣尾4-1087すざき

青梅柚木町1-4-1

青梅滝ノ上町1316
※御朱印の受付期間は公式HPをご確認ください。

（https://jyouhoj i . j i in.com/）

即清寺（山内新四国八十八か所霊場）

常保寺

今井

二俣尾



ゲストハウス＆カフェ

青龍kibako
ゲストハウス＆カフェ

青龍kibako

青梅時間青梅時間

久保田農園久保田農園

古民家リラックスホーム古民家リラックスホーム

やお九やお九

御岳交流センター御岳交流センター

つぶあんカフェつぶあんカフェ

サイクルハーバー青梅サイクルハーバー青梅

酒井屋酒井屋

常保寺常保寺

永山公園グラウンド

即清寺即清寺

　柳丸
（工場直売店）
　柳丸
（工場直売店）

すざきすざき

青梅トマトガーデン青梅トマトガーデン


