








The “relay” of flowers at Lake Hamana begins with plums! There are many things to see around Lake Hamana!!

A “Relay” of  Spring Flowers at  Lake Hamana

2月 February 3月 March 4月 April 5月～6月 May to June

【昇竜しだれ梅】  【世界一美しい「桜とチューリップの庭園」】

【梅のトンネル】

【30万本！ブルーのじゅうたん】 【170Mの藤棚と庭木仕立】 【花の美術館 印象派庭園 花美の庭】

【貴重なささゆりが咲き彩る】

【70万本が咲き誇る】

【静岡県指定天然記念物】

【ローズガーデンを中心に1,300本】

【川の両岸を桜が彩る】

【白とピンクのグラデーション】

【静岡県指定天然記念物】

【チューリップ 110種類1万球】

【600株の美しい紫色のつつじ】

【ピンク鮮やか】

【1,000本の桜が彩り誇る】

【天守閣を彩る330本の桜】

【境内に数百本の桜が咲き乱れる】

【流水庭園としだれ梅】
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梅から始まる浜名湖の花のリレー！浜名湖周辺は見どころいっぱい！！

※新型コロナウイルス感染状況により各施設の営業に変更がある場合があります。

浜名湖花フェスタ2023
特設サイトはコチラ

検 索浜名湖花フェスタ2023

浜名湖 リレーの春 の花
GARDEN TOURISM 2023

2月上旬～3月中旬

しだれ梅 Weeping Plums

Okusayama Sato Farm大草山佐藤農園

3月下旬～4月中旬

桜とチューリップ Cherry Blossoms＆Tulips

はままつフラワーパーク Hamamatsu Flower Park

2月中旬～3月上旬

梅 Plums

長楽寺 Choraku-ji Temple

4月上旬～4月中旬

ネモフィラ Nemophi la

4月下旬～5月上旬

藤 Wisteria

はままつフラワーパーク Hamamatsu Flower Park

5月中旬～6月上旬

バラ Roses

 【1万株のあじさいのグラデーション】

6月上旬～7月上旬

あじさい Hydrangeas

6月上旬～7月上旬

ささゆり Japanese Li l ies

6月上旬～6月中旬

花ショウブ Ir is

5月中旬～6月上旬

渋川つつじ Shibukawa Azaleas

渋川つつじ公園 Shibukawa Azalea Park

【国指定名勝庭園】

5月中旬～6月上旬

さつき Dwarf  Azaleas

龍潭寺 Ryotan-ji Temple

5月中旬～6月上旬

バラ Roses

3月下旬～4月上旬

桜 Cherry Blossoms

細江町都田川桜堤 Hosoe-cho Miyakoda River Sakurazutsumi

4月上旬～4月中旬

源平しだれ桃 Genpei Weeping Peaches

カナメ神宮 Kaname Shrine

4月中旬～4月下旬

トキワマンサク Chinese Fringes

トキワマンサク北限群生地 Chinese Fringe Flower Cluster

3月下旬～4月中旬

チューリップ Tulips

浜名湖ガーデンパーク Hamanako Garden Park

3月上旬～4月上旬

みやまつつじ Miyama Azaleas

正太寺 Shotai-ji Temple

3月下旬～4月上旬

アーモンド Almonds

はままつフルーツパークときのすみか Hamamatsu Fruit Park Tokinosumika

3月下旬～4月上旬

桜 Cherry Blossoms

奥山公園 Okuyama Park

3月下旬～4月上旬

桜 Cherry Blossoms

浜松城公園 Hamamatsu Castle Park

3月下旬～4月上旬

桜 Cherry Blossoms

本興寺 Honko-ji Temple

２月下旬～3月下旬

梅 Plums

花の奥山高原 Okuyama Plateau

1 4 4

はままつフラワーパーク Hamamatsu Flower Park4 はままつフラワーパーク Hamamatsu Flower Park4

2 5

浜名湖ガーデンパーク Hamanako Garden Park5 浜名湖ガーデンパーク Hamanako Garden Park5

8 11 14 15

3 花の奥山高原 Okuyama Plateau3 花の奥山高原 Okuyama Plateau36 9 12
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スタンプを3つ
集めると抽選でステキな

商品が当たる！
実施期間

2023年6月30日（金）まで
2023年3月21日（火・祝）～

浜名湖周辺の花と庭園の名所を結ぶ

集印帳
浜名湖 花めぐり

浜名湖 花フェスタ
×

アメイジングガーデン・
浜名湖

デジタル
スタンプ
ラリー

◎浜名湖花めぐり集印帳　価格…1,600円（税込）

浜
名
湖花

め
ぐ
り
集
印
帳

はままつフラワーパーク売店、浜名湖ガーデンパーク体験学習館内、龍潭寺お休み処売店、舘山寺温泉観光協会、
道の駅潮見坂、加茂荘花鳥園売店、小國ことまち横丁内 ①茶寮宮川 ②森の茶本舗ヤマチョウ本店、ヤマハリゾート
葛城北の丸、（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー　※今回は浜松城およびグリーンボックスでの販売はございません。

＜集印帳販売場所＞

 花の見どころを訪れるのが楽しくなる！
【浜名湖 花めぐり集印帳】販売開始！
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花のスタンプは全17ヶ所・25種類！あなたの好きな花を探してみてください。

※設置場所などの詳細はＨＰをご確認ください。
※一部のスタンプ（1,22）は設置期間が異なりますので、各施設へお問い合わせください。

販売・スタンプ設置期間

2023年2月1日（水）〜6月30日（金）

iPhoneのコントロールパネルのQRマークからの読み取りは、スタンプが消えてしまいます。
カメラアプリからの読み取りをお願いします。 
参加前にホームページをご確認ください。
デジタルスタンプでは、割引サービス等はありません。

浜名湖花フェスタとアメイジングガーデン・浜名湖の施設で

花や庭園を鑑賞しながらスタンプを集めることができます。

可愛らしいデザインの集印帳で花のスタンプを集めて、

春のおでかけを楽しもう！

詳しい情報
はこちら

詳しい情報
はこちら

スタンプ3つで1回抽選できます
はままつフラワーパークペア入場券＋
浜名湖ガーデンパーク展望塔ペア無料券 20組様

A賞

   大河ドラマ館のペアチケット 20組様B賞
または

応募方法

or

❶
❷ ❸

スタンプGET
スタンプを3つ集めると
complete画面が出現！

浜名湖 
花フェスタ
2021 COMPLETE！

QRコード
読み取り

マークに
スマホをタッチ

スタンプを3つ集める
とルーレット画面が表
示され、抽選に参加で
きます。当たりが出た
方は景品発送先の情
報を入力し、送信して
ください。賞品の発送
は、当選後1ヶ月後を
予定しています。

都田川

桜堤

7 桜

細江町都田川桜堤

桜

奥山公園

8フ
ル

ーツ
アーモン

ド

はままつフルーツパーク
-ときのすみか -

フルーツアーモンド

はままつフルーツパーク
ときのすみか

6
★

チューリップ

浜名湖ガーデンパーク

5

源平しだれ桃

カナメ神宮

11 源平しだれ桃

カナメ神宮

桜

はままつフラワーパーク

9
★

桜

浜松城公園

10

昇竜しだれ梅

大草山（佐藤農園）

1
★

2 しだれ梅

花の奥山高原

★
梅

長楽寺

3
★

チューリップ

はままつフラワーパーク

4
★

チューリップチューリップ
HAMAMATSU

FLOWER
PARK

- SHIBUKAWA -

- AZALEA -

渋
川

つ
つ
じ

渋川つつじ

渋川つつじ公園

15

- H

AMAMATSU FLOWER PARK -

fuji fuji 藤

はままつフラワーパーク

14
★

トキワマンサク

トキワマンサク北限群生地

12

ネモフィラ

浜名湖ガーデンパーク

13ネ
モ
フィ

HAMANAKO
GARDEN PARK

ネ
モ
フィ

HAMANAKO
GARDEN PARK

み
や
ま

　

 　
　

     

つ
つ
じ

正
太
寺

みやまつつじ

正太寺

16

龍潭寺

さ つ

き さつき

龍潭寺

17
★

バラ

はままつフラワーパーク

19
★

バラ

浜名湖ガーデンパーク

18

青葉もみじ

遠江国一宮 小國神社

25

茶室内庭園

松韻亭

24
松
韻
亭

★
ハナショウブ

加茂荘花鳥園

23
★

ゆり

可睡ゆりの園

21
★

あじさい・ささゆり

花の奥山高原

20
★

ハナショウブ

はままつフラワーパーク

22
★

花ショウブ
HAMAMATSU
FLOWER PARK

★のマークのある施設は入場料、拝観料、呈茶代等が発生する施設です。





2月 February

園内に長さ約30mの流水庭園があり、大きな石積みの七段の滝とその周り

には独特な樹形のしだれ梅、約80本を楽しむことができます。

流水庭園としだれ梅

Okuyama Plateau

春を告げる花として親しまれる雪
割草。主に日本海側に分布してい
て、太平洋側で見られる場所は少な
い花です。

Topi

●会場　花の奥山高原

●見頃／2023年2月下旬～3月下旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●営業時間／9:00～16:30（季節により変動あり）

●住所／静岡県浜松市北区引佐町奥山堂の上1736-1

●入園料等／大人（16歳以上） 500円/人

            小学生～中学生 300円/人

            小学生未満 無料

            犬 300円/匹

●お問合せ／053-543-0234
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Choraku-ji Temple
●会場　長楽寺

●見頃／2023年2月中旬～3月上旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合が

           あります。

●住所／静岡県浜松市北区細江町気賀7953-1

●入園料等／長楽寺本堂拝観料300円

　　　　　  梅のトンネルは無料

●お問合せ／053-522-0478

境内の庭園にあるドウダ
ンツツジは、桜の頃にな
ると小さく可憐な花を咲
かせ、庭全体に星をちり
ばめたようになります。

Topi

長楽寺では1月～3月上旬まで香り良い梅が、歴史ある寺の境内に咲きほこります。梅の花が情緒ある本堂跡へ続く石

段の両側を覆い、「梅のトンネル」として親しまれています。

梅のトンネル

MAP 2

梅の下にクリスマス
ローズが植えてあ
り、開園期間になる
とクリスマスローズ
の花も共に楽しむこ
とができます。

Topi

一本一本の“しだれ梅”を、竜が勢いよく天に昇るように仕立てた、全国に例がない珍しい花梅です。

大草山の佐藤農園では、しだれ梅のトンネルを歩いて楽しむことができます。

昇竜しだれ梅

Okusayama Sato Farm
●会場　大草山佐藤農園

●見頃／2023年2月上旬～3月中旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●住所／静岡県浜松市西区呉松町大草山中腹

●入園料等／500～700円 小学生以下 無料

●お問合せ／090-5108-3605

MAP 1

梅  Plums
MAP 3

しだれ梅
Weeping Plums



3月 March

はままつフラワーパークでは、1,300本の桜と50万珠のチューリップが

競演します。桜はソメイヨシノ、シダレザクラ、八重桜など様々な種類の桜

が楽しめます。

世界一美しい「桜とチューリップの庭園」

Hamamatsu Flower Park

15 GARDEN TOURISM GUIDE BOOK 2023 16GARDEN TOURISM GUIDE BOOK 2023

季節ごとに趣向を凝らしたテーマ展
示を行う大温室「クリスタルパレス」
は、天候関係なく花を楽しめる場所。
フォトスポットも沢山あり、女性に大
人気の空間。

Topi

桜
と
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MAP 4

4/8・9に「はなのわマル
シェ」を開催。花、ガーデ
ン、園芸をテーマに、花
苗、植物、体験コーナー、
植物に関わるハンドメ
イド雑貨等約30店舗を
園内特設エリアに出店
します。

Topi

桜の開花に合わせ
て夜間ライトアッ
プを実施していま
す。池の水面に桜の
姿が浮かび上がり、
しっとりとした雰
囲気です。

Topi

●会場　はままつフラワーパーク

●見頃／2023年3月下旬～4月中旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●営業時間／9:00～17:00（イベントにより変動あり）

●住所／静岡県浜松市西区舘山寺町195

●入園料等／大人 800～1,000円／小･中学生 400円～500円

　（花の見頃により変動あり）

●お問合せ／053-487-0511

Hamanako Garden Park
●会場　浜名湖ガーデンパーク

●見頃／2023年3月下旬～4月中旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●営業時間／営業時間は日によって異なります。

            詳細は公式サイトを確認してください。

●住所／静岡県浜松市西区村櫛町5475-1

●入園料等／無料

●お問合せ／053-488-1500

Okuyama Park
●会場　奥山公園

●見頃／2023年3月下旬～4月上旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●住所／静岡県浜松市北区引佐町奥山

●入園料等／無料

●お問合せ／053-522-4720（奥浜名湖観光協会）

チューリップは世界中で人気のある球根植物で

す。現在の品種リストには5,000を超える品種が

登録され、およそ1,000品種が世界中で育てられ

ています。浜名湖ガーデンパークでは110種類

10,000球のチューリップが咲き誇ります。

奥山公園と周辺で約1,000本のソメイヨシ

ノが咲き誇ります。公園内の｢夢の浮き橋｣

から見る桜は絶景です。

1,000本の桜が咲き誇る

チューリップ 110種類1万球

桜

C
h

erry B
lossom

s

MAP 8

チューリップ
Tulips

MAP 5



600株の美しい
紫色のつつじ

天守閣を彩る
330本の桜
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Shotai-ji Temple
●会場　正太寺

●見頃／2023年3月下旬～4月中旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●住所／静岡県湖西市入出800

●入園料等／無料

●お問合せ／053-578-0049

Hamamatsu Castle Park
●会場　浜松城公園

●見頃／2023年3月下旬～4月上旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●住所／静岡県浜松市中区元城町100-2

●入園料等／大人 200円／中学生以下･70歳以上 無料

●お問合せ／053-457-0088

Hamamatsu Fruit Park Tokinosumika
●会場　はままつフルーツパークときのすみか

●見頃／2023年3月下旬～4月上旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●営業時間／9:00～18:00

●住所／静岡県浜松市北区都田町4263-1

●入園料等／大人 730円／高校生 730円／中･小学生 360円

●お問合せ／053-428-5211　

東京ドーム9個分とい
う広大な敷地を持つは
ままつフルーツパーク
時之栖では、4月～6月
にかけて、いちご、うめ、
サクランボ、モモ、スモモ
などのフルーツ狩りが
楽しめます。

Topi

徳川300年の歴史を刻む
浜松城。青壮年期の家
康公が17年間過ごした
城で別名「出世城」とも
呼ばれています。今年
は野面積みのハートが
ポイントの切り絵御城
印（限定）も大人気。

正太寺から見る浜名湖
の景色は絶景。正太寺の
裏山は「宇津山城」があ
ったことでも有名で、宇
津山城跡散策コースも
整備されています。ミヤ
マツツジの観賞と併せ
て宇津山城跡を散策す
るのもおすすめです。

Topi

半落葉低木で高さ1～3m、葉

は枝先に集まってつき、楕

円形で長さ2～4cmです。見

頃には山一面に淡い赤紫色

の花が咲き、花の向こうに

は浜名湖を眺めることがで

きます。 徳川家康公が17年間居城した

浜松城では約330本の桜を見る

ことができます。夜間はライト

アップも実施。城と桜の幻想的

な空間を楽しめます。
MAP 6

MAP 9
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アーモンドの花はとてもきれいなピンク色で、桜

より早くお花見が楽しめます。はままつフルーツ

パークときのすみかには、国内最大規模の約300本

が植えられ、あたり一面が桃色に染まります。

ピンク鮮やか ア
ー
モ
ン
ド
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lm
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d
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MAP 7

桜 Cherry Blossoms

桜 Cherry Blossoms

本興寺は北原白秋
ともゆかりのある
お寺。国指定重要文
化財の本堂や、池泉
鑑賞式庭園も見所
です。

Topi

湖西市にある本興寺では3月下旬～4月上旬にかけて桜が見頃をむかえます。本堂は国指定重要文化財にも指定され

ソメイヨシノ、ヤマザクラが咲き誇ります。

境内に数百本の桜が咲き乱れる

Honko-ji Temple
●会場　本興寺

●見頃／2023年3月下旬～4月上旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●住所／静岡県湖西市鷲津384

●入園料等／拝観料 大人 300円／小人 150円

●お問合せ／053-576-0054

MAP 10

3月 March

Topi



30万本!
ブルーのじゅうたん

ネモフィラ
Nemophi la

Hosoe-cho Miyakoda River Sakurazutsumi
●会場　細江町都田川桜堤

●見頃／2023年3月下旬～4月上旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●住所／静岡県浜松市北区細江町気賀

●入園料等／無料

●お問合せ／053-522-4720（奥浜名湖観光協会）
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周辺には気賀関所や
気賀駅など桜の名所
が点在しています。
姫街道の宿場町だっ
た気賀の町をお花見
散策してみては？

Topi

Kaname Shrine
●会場　カナメ神宮

●見頃／2023年4月上旬～4月中旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合が

           あります。

●住所／静岡県浜松市北区引佐町奥山1737-341

●入園料等／無料

●お問合せ／053-543-0241

境内に植えられたソメ
イヨシノと源平しだれ
桃が同じタイミングで
見ごろを迎えると、桜と
花桃が共演します。

Topi

4/29・30に「吹奏楽
フェスティバル
2023」を開催。浜松
市内の高等学校吹
奏楽部による楽し
いコンサートを行
います。観覧は無
料です。

Topi

Hamanako Garden Park
●会場　浜名湖ガーデンパーク

●見頃／2023年4月上旬～4月中旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる

           場合があります。

●営業時間／営業時間は日によって

            異なります。詳細は公式

            サイトを確認してください。

●住所／静岡県浜松市西区村櫛町5475-1

●入園料等／無料

●お問合せ／053-488-1500

約1.5kmおよそ300本のソメイヨシノが咲き誇

り、並木道はまるで桜のトンネルのようになり

ます。

川の両岸を桜が彩る

静岡県指定天然記念物

Chinese Fringe Flower Cluster
●会場 トキワマンサク北限群生地

●見頃／2023年4月中旬～4月下旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●住所／静岡県湖西市神座

●入園料等／無料

●お問合せ／053-596-9255（湖西･新居観光協会）

例年4月中旬頃に白色
で糸状の花が咲くトキ
ワマンサク。 静岡県天
然記念物にも指定さ
れ、この花のよく咲く
年は豊年になるともい
われています。

Topi

国内で3カ所しか自生していない群生地のひと

つで、県の天然記念物にも指定されています。開

花期には細いリボンのような花弁が株全体を覆

うように咲くため、遠くからでもその美しさが

楽しめます。

一本の木に白と紅、紅白の絞りの3色を咲かせる花桃です。源氏と平氏が競ったように、3色の

花が競うように咲き乱れます。カナメ神宮では4月上旬から3色のしだれ桃のグラデーション

を楽しむことができます。

白とピンクのグラデーション

浜名湖ガーデンパークで

は、早春になると約30万本の

ネモフィラが一気に花開き

ます。見渡す限りの美しく

青い花はまるで絨毯のよ

う。展望塔からは、ネモフィ

ラで作った地上絵と浜名湖

が一望できます。

MAP 4

MAP 12

MAP 11

桜
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MAP 13

4月 April
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浜名湖ガーデンパー
クは夏に「ヒマワリ」、
秋に「コスモス」が見
頃を迎えます。春のみ
ならず一年を通じて
楽しめますので、ぜひ
他の季節にもお越し
ください。

Topi

花の女王と称えられ、多くの人々から愛され

ている華やかなバラ。はままつフラワーパー

クにはローズガーデン、浜名湖ガーデンパー

クには花美の庭があり、それぞれ美しいバラ

を眺めることができます。

花の美術館
印象派庭園 花美の庭

バ
ラ

R
ose

Hamanako Garden Park
●会場　浜名湖ガーデンパーク

●見頃／2023年5月中旬～6月上旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●営業時間／営業時間は日によって異なります。

            詳細は公式サイトを確認してください。

●住所／静岡県浜松市西区村櫛町5475-1

●入園料等／無料

●お問合せ／053-488-1500

5月～6月May to June

Shibukawa Azalea Park
●会場　渋川つつじ公園

●見頃／2023年5月中旬～6月上旬

　　　　※天候等によって見頃が

　　　　　 変わる場合があります。

●住所／静岡県浜松市北区引佐町渋川

●入園料等／無料

●お問合せ／053-522-4720（奥浜名湖観光協会）

公園の近くの親水公園
にはからくり人形館が
あり、伝統芸能寺野ひよ
んどりの様子が再現さ
れています。

Topi

渋川つつじは葉が3枚ずつ、花も3輪ずつ開花します。蛇紋岩地帯にのみ群生し、分布範囲が狭い貴重

な植物で、渋川つつじ公園内に自生する約4,000本の群落は、県の天然記念物に指定されています。

静岡県指定天然記念物

MAP 14

房状に垂れ下がる姿が美しい藤は、4月下旬～5月上旬に紫・白・ピンクなど

様々な色が楽しめます。はままつフラワーパークでは、170mの藤棚や庭木

仕立てなど表情豊かな姿を見ることができます。

170Mの藤棚と庭木仕立

Hamamatsu Flower Park

八重黒竜藤という品種は濃い紫色で
ふわふわとした大きい花を咲かせま
す。まるで葡萄みたいと驚く方も。藤
の見頃には隣のスマイルガーデンと
共に夜のライトアップも開催します。

Topi

●会場　はままつフラワーパーク

●見頃／2023年4月下旬～5月初旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●営業時間／9:00～17:00（イベントにより変動あり）

●住所／静岡県浜松市西区舘山寺町195

●入園料等／大人 800～1,000円／小･中学生 400円～500円

　（花の見頃により変動あり）

●お問合せ／053-487-0511

MAP 4

藤 Wisteria



ローズガーデンを
中心に1,300本

70万本が咲き誇る

バラRoses

2021年にリニューアルしたはま

まつフラワーパークのローズ

ガーデンは、約3,000平方メート

ルの敷地に、1,300本のバラが

植えられています。宿根草など

を混植した庭は[花束]をイメー

ジし、主役であるバラを引き立

てるデザインとなっています。

華やかな香りに包まれた美し

いバラをお楽しみください。
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Ryotan-ji Temple
●会場　龍潭寺

●見頃／2023年5月中旬～6月上旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合が

           あります。

●住所／静岡県浜松市北区引佐町井伊谷1989

●入園料等／拝観料

            大人 500円/小･中学生 200円

●お問合せ／053-542-0480

広い境内ではさつきだ
けでなく梅や桜、あじさ
いなど四季折々の花が
咲き誇り、季節を変えて
の散策が楽しめます。

Topi

東海一の名園とも言われる龍潭寺庭園は小堀遠州の作庭と伝えられ、その美しさは国指定名

勝になるほど。四季折々の変化に富み、5月から6月にかけてはさつきが鮮やかに色づきます。

国指定名勝庭園

MAP 15

6～7月にかけて色とりどりの花を咲かせます。

奥山高原では1万株のあじさいのグラデーショ

ンが楽しめます。

1万株のあじさいの
グラデーション

「音楽の都　浜松」
にちなみモーツア
ルトやヨハンシュ
トラウスなど音楽
関連の名前の品種
を多く収集してい
ます。

Topi
Hamamatsu Flower Park

●会場　はままつフラワーパーク

●見頃／2023年5月中旬～6月上旬

　　　　※天候等によって見頃が

       　 変わる場合があります。

●営業時間／9:00～17:00

●住所／静岡県浜松市西区舘山寺町195

●入園料等／大人 800～1,000円／

　小･中学生 400円～500円（花の見頃により変動あり）

●お問合せ／053-487-0511

MAP 4
アヤメ属に分類される多年草です。

はままつフラワーパークでは日本

有数の面積（4,750㎡）に70万本が栽

培されており、紫、白、薄紫など色と

りどりの品種が咲き競います。

Hamamatsu Flower Park
●会場　はままつフラワーパーク

●見頃／2023年5月下旬～6月上旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●営業時間／9:00～17:00

●住所／静岡県浜松市西区舘山寺町195

●入園料等／大人 800～1,000円／

　小･中学生 400円～500円（花の見頃により変動あり）

●お問合せ／053-487-0511

5月～6月May to June

あじさい
Hydrangeas

MAP 3

西日本で見られる野生種のユリで、6月頃に

白やピンクの花を咲かせます。

貴重なささゆりが咲き彩る

Okuyama Plateau
●会場　花の奥山高原

●見頃／2023年6月上旬～7月上旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合が

           あります。

●営業時間／9:00～16:30（季節により変動あり）

●住所／静岡県浜松市北区引佐町奥山堂の上1736-1

●入園料等／大人（16歳以上） 500円/人

            小学生～中学生 300円/人

            小学生未満 無料

            犬 300円/匹

●お問合せ／053-543-0234

Okuyama Plateau
●会場　花の奥山高原

●見頃／2023年6月上旬～7月上旬

　　　　※天候等によって見頃が変わる場合があります。

●営業時間／9:00～16:30（季節により変動あり）

●住所／静岡県浜松市北区引佐町奥山堂の上1736-1

●入園料等／大人（16歳以上） 500円/人

            小学生～中学生 300円/人

            小学生未満 無料

            犬 300円/匹

●お問合せ／053-543-0234

MAP 3

花ショウブ
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MAP 4
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浜松市と湖西市にまたがる浜名湖は海水と淡水が混ざり合う汽水湖です。約800種類もの魚介類が生息

する豊かな湖で、水産物も豊富です。また、温暖な気候と自然に恵まれ、野菜や果物など170種類以上の農

産物を生産しています。浜松･浜名湖地域ならではの食事と、花が咲く春の旬の食材を紹介します。

浜松・浜名湖旬の食材
GARDEN TOURISM 2023

浜名湖産
うなぎ

浜松餃子

浜松は、100年以上の歴史を持つ
“うなぎ養殖”発祥の地。
素材のおいしさを生かした
刺身や白焼き、
香ばしい蒲焼きなど、
さまざまな料理で
おいしく味わえます。

浜松市内で作られた
キャベツなどの
たっぷり野菜に豚肉のコクが
特徴のあっさりとした餃子。
箸休めのゆでもやしが
添えられています。

Power Foo
d

Hamamatsu

徳川家康公も食べた！？浜松・浜名湖地域産の旬食材！
浜松・浜名湖地域で生産、漁獲される旬の素材「浜松パワーフード」。

温暖な気候や豊かな自然に恵まれたこの地域では、農産物約170品目、水産物約150品目が生産・漁獲されています。

浜松で17年間過ごした徳川家康公の躍進を支えたのは、魚介類をはじめとするこの地域の豊かな食だとも言われています。

現在も浜松の「健康寿命日本一(※)」を支え続ける、「浜松パワーフード」をお楽しみください。

※20大都市別健康寿命 2016年第1位（男女とも） 厚生労働省調査

浜名湖産牡蠣

しらす

浜松茶 馬鈴薯 新玉ねぎ

もちがつお

遠州灘天然とらふぐ
～3月まで ～3月まで

シラスとはマイワシ・カタクチイワシの稚

魚のこと。浜松市の舞阪漁港や湖西市の

新居漁港では、遠州灘での“シラス”漁が

大変盛んに行われています。その漁獲量

と操業規模は全国有数です。遠州灘特

有の透明度が高いシラスは見た目も美し

く、日本一の味と質を誇ります。

浜名湖産のカキは、身が大きく、重

量があり、ミネラルたっぷり。冬場

のカキの水揚げは浜名湖の風物詩

となっています。

遠州灘で獲れる天然とらふぐは身

が引き締まって甘みを感じる上質の

味が自慢で全国でも有数のブラン

ドとして認知されています。

浜松で生産されているお茶に

は「浜松茶」「天竜茶」「春野

茶」があります。平地と山間地

で味が異なるのが特徴です。

三方原大地の酸性土壌の赤

土と太陽をいっぱいに受けて

育った三方原ばれいしょはデ

ンプン質が豊富で肌の綺麗な

馬鈴薯として全国で高い評価

を受けています。

温暖な気候と水はけのよい砂

地を利用して栽培されている、

日本一早い産地の新たまね

ぎ。さわやかな味わいで、スラ

イスして食べるのもおすすめ

です。

浜松では、“もちがつお”と呼ばれるかつ

おを味わうことができます。死後硬直す

る前の真がつおのことを言います。保存

のための氷をほとんど入れないため、身

が締まらず、お餅のようなモチモチ感が

特徴です。4月から5月頃、市場に出回り

ます。



浜松･浜名湖飲食店ガイド
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お花を見た後はぜひお食事へ。うなぎや海鮮、和食、洋食など浜松・浜名湖グルメを楽しんでください。

GARDEN TOURISM 2023

●住所／浜松市北区細江町三和106‐1

●営業時間／9:00～20:00（19：30オーダーストップ）

●定休日／木曜日（第3水曜日は17:00まで）

●お問合せ／053-523-1916

ぴぃぷる

●住所／浜松市北区細江町気賀1023-1

●営業時間／11:00～14:00（LO13:30）

●定休日／なし（臨時休業有）

●お問合せ／053-522-1115

国民宿舎奥浜名湖

●住所／浜松市西区舞阪町弁天島3742

●お問合せ／053-596-1166

水辺のおやど いのうえ

活魚の宿 あさしお

●住所／浜松市北区三ヶ日町都筑1313-665

●営業時間／11:00～19:00

●定休日／木曜日 ※臨時休業有

●お問合せ／053-526-1035

勝美三ケ日インター店

●住所／浜松市西区舘山寺町2252-1

●営業時間／平日 昼 11:00～15:00、夜 18:00～20:30

            土・日・祝日 昼 11:00～15:00、夜 17:00～20:00

●定休日／水曜日※月曜日は15:00で終了（その他月2回程度臨時休業あり）

●お問合せ／053-487-0153
●住所／湖西市新居町新居3392-3　●営業時間／昼の営業時間 11:30～14:00  【2名様より完全予約制 ※予約は前日まで】

●お問合せ／053-592-0761 8：00～22：00

志ぶき

●住所／浜松市西区舘山寺町2221-1

●営業時間／11：00～16：00 

●定休日／火曜日　

●お問合せ／053-487-0010

浜乃木うなぎ食事処

チーズハンバーグランチ（ライス 味噌汁付き） 海鮮丼

二食小丼 ひつまぶし

ランチ うな重

ランチ御膳

表浜名湖の湖畔を見渡せる個室でご案内しております。
部屋数が４～５室で営業しておりますので
営業日、その他メニューはHPよりご覧ください。
お電話での予約お待ちしております。

御予約制のお昼席限定、二段弁当です。水辺の景色を楽しみなが

らのんびりとお昼をお楽しみください。画像の他にも茶碗蒸し、

揚げ物、お味噌汁、デザート、コーヒーor紅茶付きです。
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遠州灘、浜名湖、天竜川という資源豊かな漁場と歴史ある養殖技術に支えられ、発展してきた浜松市の水産業。

うなぎやしらす、あさりや海苔など、お土産にぴったりの浜松・浜名湖産の海産物を購入できるお店を紹介します。

日照時間が全国トップレベルの浜松・浜名湖地域は全国有数の花の生産地です。

お花を見て楽しむだけではなく、観賞用や栽培用に購入できるお店を紹介します。

浜松･浜名湖の海産物
GARDEN TOURISM 2023

浜名湖名産青まぜのり

seafoo
d

Flowers and g
ardening

遠州灘産しらす干し

こだわりぬいた厳選した食材を
丁寧に加工しております。
ご家庭用にもご贈答用にも
ご利用いただけます。

●店舗名　有限会社やまへい
●住所／湖西市新居町新居1223

●お問合せ／0120-86-8075

浜名湖どうまん勝美のうなぎ

●店舗名　よらっせYUTO
●住所／浜松市西区雄踏町宇布見9981-1

●お問合せ／053-597-2580

持って帰りたい農畜産物･園芸
GARDEN TOURISM 2023

漁港から直送される魚介や新鮮な野菜を販売しております。

運が良ければ浜名湖どうまんも購入することができます。

植物雑貨

●店舗名　勝美センター
●住所／浜松市北区三ケ日町都筑1313-660

●お問合せ／053-526-1088

うなぎ白焼・蒲焼き

焼きおにぎり、焼きたてうなぎ、

真空パックうなぎ商品を販売しております。

フリーダイヤル ハローハマナコ

おい
しさ 新 鮮 安 全

安 心

とぴあのファーマーズマーケッ
トは９割以上が地元産。浜松の
旬の食材がいっぱいです。お花
もたくさん取りそろえています
ので、ぜひ、ご来店ください。フ
ァーマーズマーケットの情報
は、各店のインスタグラムをご
覧ください（二次元バーコード
を読み込んでね）。

三方原店

浜北店

東店

白脇店

●店舗名　庭あそコンシェルジュ
●住所／浜松市北区細江町気賀676

●お問合せ／053-523-3430

他では見かけないお花が並びま
す。植物と雑貨のお店です。
アンティークとのご演出もあり、
世界観溢れる店内も見所です。
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うなぎパイで有名な春華堂や湖西市の手筒花火をモチーフにしたまんじゅやの“花火野郎”など浜松・浜名湖には美味しいス

イーツがたくさんあります。奥浜名湖地域にはみそまん、日本で唯一現存する関所「新居関所」付近にはあと引煎餅やうず巻など

もあります。ご当地スイーツをぜひ楽しんでください。

浜松･浜名湖スイーツ
GARDEN TOURISM 2023 Sweet

s

●店舗名　うなぎパイ
        ファクトリー
●住所／浜松市西区大久保町748-51

●営業時間／10:00～17:30

●お問合せ／053-482-1765

新居町の手筒花火にちなんだ
お菓子「花火野郎」。
バター・卵・白あんを使った
焼菓子でどこかなつかしい、
やさしい味がします。

季節をイメージした練りきりや
お団子などが特徴です。

お客様の目の前でうなぎパイと
アイスクリームをブレンド！
ひんやりなめらか×サクサク食感が
たまらない、うなぎパイファクトリー
限定スイーツです!

●店舗名　まんじゅや
●住所／湖西市新居町新居1529

●営業時間／9:30～17:30

●定休日／火曜日

●お問合せ／053-594-0347

●お問合せ　舘山寺温泉観光協会
053-487-0152

うなぎパイ
ジェラート

門前のスイーツ

花火野郎

三ヶ日みかん･スイーツ
うずらプリン

舘山寺エリア

舞阪･弁天島エリア

三ヶ日エリア

湖西味めぐり
湖西･新居エリア

奥浜名湖のみそまん
奥浜名湖エリアキングローズソフト

●店舗名　

●住所／浜松市西区舘山寺町195

●営業時間／はままつフラワーパーク

            開園30分後～閉園30分前まで

●お問合せ／053-487-0511

温室カフェ「GREEN ROSE(グリーンローズ)」 ●店舗名 浜名湖リゾート＆スパ
THE OCEAN １F「BENTENJIMA CAFÉ」

●住所／浜松市西区舞阪町弁天島3285-88

●お問合せ／053-592-1155

テイク
アウト可

●お問合せ　三ヶ日町観光協会
053-524-1124

●お問合せ　奥浜名湖観光協会
053-522-4720

●お問合せ　湖西･新居観光協会
053-596-9255
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