
磯部温泉は温泉記号♨発祥の地で知られています。塩分濃度
の高い泉質でお肌がツルツルに！美人の湯とも言われ、日帰
り温泉施設「恵みの湯」にある砂塩風呂も人気です。

磯部温泉
秋間梅林近くの岩戸山には、赤穂義士・片岡源五右衛門の下
僕・元助が四十七義士の供養のため、20年の歳月をかけて建
立した47の石像と石宮があります。

赤穂義士四十七士石像

- 安中市の観光名所 -SIGHTS

アプト式鉄道時代に作られた国内最大級のレンガ橋梁。国の
重要文化財に指定されています。橋の上は遊歩道になってお
り、ハイキングを楽しむことができます。

めがね橋

秋間梅林は「ぐんま三大梅林」のひとつで、秋間川上流の丘陵地におよそ 50 ヘク
タールにわたって約 3 万 5 千本の紅梅・白梅が植えられています。開花期には山
も谷も花で埋め尽くされ、辺りいちめん春の香りに満たされます。梅林内には散策
路が整備され、ウメの加工品や郷土料理を提供する売店や食堂も点在しています。

ABOUT

上信越自動車道 松井田妙義 IC より約 20 分
※駐車場 (800 台 ) は、土・日・祝日が有料となります。
※ナビご利用の際は「秋間梅林 市営第２休憩所」で検索。

車でお越しの方

JR 安中駅より秋間中関行きバスで約 20 分
「恵宝沢バス停」下車後、徒歩約 5 分
※路線バスの運行は月～土曜日 ( 祝日を除く )
※３月の日曜・祝日は臨時バスの運行があります。

バスをご利用の方

JR 北陸新幹線安中榛名駅より約 10 分
JR 信越本線安中駅より約 20 分
JR 信越本線磯部駅より約 15 分

タクシーをご利用の方

東京駅から
安中榛名駅まで北陸新幹線で約１時間。

JR でお越しの方

高崎駅から
安中駅まで JR 信越本線で約 15 分。
軽井沢駅から
横川駅までバスで約 35 分。
横川駅～安中駅まで JR 信越本線で約 25 分。

MAP - 安中市 -

- 秋間梅林について -

ACCESS - 秋間梅林へのアクセス -

www.annaka-city.com (安中観光ガイド)さらに詳しい観光情報や宿泊施設情報は、ホームページをご覧ください →

峠の文教都市「安中（あんなか）」は、軽井沢町
と富岡市の隣にあり、街並みは中山道の面影を残
します。廃線跡を歩くアプトの道では、めがね橋
など峠の鉄道の文化に触れることができます。

www.city.annaka.lg.jp/index.html (安中市)
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秋間梅林グルメ
梅のお花見にも、やっぱり“おいしいもの”は欠かせません。梅林散策の途中でぜひチェックしてほしい食べものをご紹介！

年間を通じて焼いているやきもちはどこか懐かしい味。フ
ワッとした柔らかさで、季節によりシソの実やネギが入り
お土産にもおすすめです。3個 360円（税込）
■みのりや食堂  TEL.027-382-5770

やきもち05
うどんに梅が練りこまれたこだわりの一品。1日数食の限
定の品で、ここでしか味わえない爽やかな風味を楽しめま
す。1,200円(税込)
■第一売店 TEL.なし

梅うどん06
大納言小豆を使い自家炊きした粒あんに、手作りの餅が2
枚入ったおしるこは、心も体もあたたまるひと品。付け合
わせには、自家製の漬け物が付きます。500円（税込）
■やまいち  TEL.027-382-4486

田舎しるこ04

自家梅林のウメを使い、伝統製法で丁寧に作った梅干し。
塩分10％。ほかにも各種の梅干しがあり、試食して気に
入ったひと品を購入できます。 200g 300円（税込）
■秋山農園  TEL.027-382-1416

おばあちゃんの梅干11
季節に応じて青梅や完熟梅を使い、梅、酢、砂糖で作った
甘酸っぱい梅ジュースです。添加物不使用なので、お子様
でも安心してお飲みいただけます。1杯250円（税込）
■梅の茶屋うぐいす  TEL.027-381-0097

梅ジュース09
ウメの実と塩だけで作った、昔ながらのシンプルな梅干
し。くせになる塩辛さをもつ梅干しは、常連さんからも人
気の商品です。1パック 500円(税込)
■売店たかはし  TEL.027-382-0578

梅干し10

- 秋間梅林祭イベントスケジュール -Event  Schedule

インスタグラムにて、安中市内の
情報をお届けしています。Information ■安中市

@annaka_city
■秋間梅林観光協会
@akimabairinkanko

AKIMA BAIRIN FESTIVAL 2020

自家菜園で収穫したサトイモを使用。ゆでてから焼き目を
つけた里芋に、特製の甘い味噌だれが絡んだ素朴なおいし
さは、一度食べたらくせになります。1本200円(税込)
■梅の家   TEL.027-382-0583

いも串02
群馬と言ったらやっぱり「おきりこみ」。手打ちの幅広麺
に、ニンジン、ゴボウ、ダイコン、きのこ類などの野菜が
たっぷり。体の芯から温まります。850円（税込）
■観梅食堂  TEL.027-382-4386

おきりこみ01
群馬名産のこんにゃくに、地場産味噌で作った味噌だれを
かけました。無料サービスの梅茶といっしょに召し上がれ。
梅茶は購入もできます。3本 330円 ( 税込 )
■ふじや  TEL.027-385-7428

みそおでん03

歩行者コース 一方通行

もちつき大会 開催場所｜頂上エリア

秋間梅林ウォーキング 開催場所｜観梅公園

安中市物産販売
開催場所｜市営第２休憩所
主催｜安中市物産振興会

陶芸体験
開催場所｜市営第２休憩所
主催｜安中市物産振興会

南房総市物産即売会 開催場所｜
市営第２休憩所前

秋間梅林周辺 MAP

モデル撮影会

野点 開催場所｜市営第２休憩所( のだて )

いも煮会 開催場所｜
11:00~/ 頂上エリア
14:00~/ 三軒茶屋エリア

■和太鼓 / 安中総合学園高等学校　■合唱 / 安中市立秋間小学校

■甘酒サービス / 先着　■もち投げ

■梅の枝プレゼント / 先着

■群馬サファリパ一クの着ぐるみ登場

■群馬の島倉千代子 おぎちゃん 登場

■安中市出身三味線奏者・上原梅弦 登場

お電話によるご予約やお取り置きなどはお受けできません。また、掲載してある商品は品切れになる可能性もございますので、ご了承ください。

■音楽ステージ　■作家さんの出店

■昔懐かしのファミコンプレイ / 赤城ファミコン同好会

■キッチンカー出店

甘くて食べやすい甘露梅。塩漬け後にいったん塩抜きして
から、自家製の甘いシロップに漬け込んで作ります。肉厚
で種の小さい『白加賀』を使用。800g 1,500円(税込）
■ながめや  TEL.027-381-2796

甘露梅07
秋間梅林の梅干しと昆布茶を合わせて作りました。シンプ
ルながら、寒い日にとっておきのホッとする1杯です。
1杯200円(税込)
■秋間梅林観光案内所  TEL.070-2622-4954

梅こぶ茶08
塩分13％。昔ながらの、保存性が高く少し塩辛い梅干し
です。自家梅林で収穫したウメの実と塩だけで作りまし
た。一つ一つ天日干ししています。300g 600円（税込）
■田島農園  TEL.090-8331-8402

手作り梅干08-1 -2

開花祭 梅林マルシェ

多数
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抽選会

開催場所｜10:00~/ 頂上エリア
13:00~/ 三軒茶屋エリア

開催場所｜頂上エリア / 三軒茶屋エリア
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