
※平日、真壁庁舎内に駐車はできません。ご協力お願いいたします。（警備スタッフ巡回）交通規制を実施していない時は車が通りますので、交通マナーを守ってご観覧ください。（交通規制の日時は裏面）

マップを山並みに合わせると
　　　わかりやすくなります

※展示内容は変更になる場合が
　ございます。

3月3日（金） 詳しくは裏面をご覧ください。

桜川市商工観光課　　TEL0296-23-8200 (AM8:30～PM5:00)
桜川市商工会真壁事務所 TEL0296-55-4111 (AM9:00～PM3:00)

問
い
合
わ
せ

真壁のひなまつり
─和の風第十九章─

主催

共催

真壁のひなまつり実行委員会
桜川市

エリアＤ
No. お雛様展示場所（展示内容・年代）
D2 ギャラリーハツザワ （昭和43・57年）
D3 初沢時計メガネ店 （昭和53年）
D4 岩間家 （つるし雛）
D5 藤屋履物店 （昭和52年）
D7 割烹うおくら （平成5年）
D8 白川菓子店 （明治・昭和・平成）
D9 市村章 （明治・昭和）
D13 大木屋本店 （昭和・平成、木目込み雛・手作り他）
D15 増渕ラジオ商会 （昭和56年）
D17 八田屋 （昭和35年）
D18 ㈱タサキ洋品店 （昭和34年・平成）
D20 斎藤茶店 （江戸・大正・昭和）
D22 魚キ商店 （昭和40年頃）
D23 吉田屋化粧品店 （御殿飾り）
D25 大吉屋 （昭和7年～平成7年）
D27 バーバー下条 （明治）
D30 桜川市役所真壁庁舎 （昭和）
D31 つくばぷりん （つるし雛）
D32 小田部鋳造 （江戸・2/19、26のみ公開）
D33 清酒「花の井」蔵元 西岡本店 （明治）
D34 伝統工芸士大関一利 （石の雛段石燈籠雛）
D35 なかのいくこ （昭和～平成、草木染め・つるし雛）

エリアＤ
No. お雛様展示場所（展示内容・年代）
D36 アンティーク雑貨Lamp （アンティーク雛）
D37 筑波かぶきん堂 （ひょうたんランプでライトアップお雛様）
D38 chouette(シュエット) （昭和雛と花飾り）
D39 真壁郵便局 （昭和中期）
D40 橋本時計メガネ店 （昭和53年）
D41 バッカスサイトウ （平成）
D43 末広寿司 （昭和・親王飾り）
D44 藤祥製菓㈱ （平成初期）
D49 椎尾山薬王院 （大正15年）
D51 鴨亭 （昭和40年代・平成2年）
D54 焼きたてメロンパン フレンド （押花額お雛様）
D56 高松家 （明治・昭和）
D57 RIKAチョークアート工房 （雛飾りとチョークアート）
D58 京ひな （昭和40年）
D60 旅人cafè TOY BOX （昭和40年代）
D65キャビアの里 （展示なし）
D69レストキャビン スタージョン （つるし雛）
D70 お好み焼き　わがまま （平成・つるし雛）
D71 手作りキッチン&カフェ ママごはん （昭和60年代）
D72 真壁高校農産物直売所 （石板雛・2/18午前のみ展示）
D73 古橋石材 （石のおひな様・土日ほか不定期）

エリアＢ
No. お雛様展示場所（展示内容・年代）
B1 本田商店 （十二単衣）
B3 康進堂 （昭和26年・手作り雛）
B4 阿波屋 （ステンドグラス雛）
B5 海老澤写真館 （昭和48年・平成13年）
B6 一平 （かわいいお雛様）
B7 桜川市商工会真壁事務所 （昭和15年）
B8 真壁伝承館 （大正・昭和15年）
B9 宮本精肉店 （昭和35年）
B10 ㈲オノデンキ （昭和59年・平成18年）
B11 増田酒店 （昭和53年）
B16 石匠の見世蔵組合 （いしお雛）
B19 手作り焼き菓子 エンジェルランド （昭和45年）
B20 伊勢屋旅館 （座敷飾り）
B21 石田金物店 （古布つるし雛）
B24 村井醸造 （昭和初期）
B25 真壁藍保存会 （手作り雛・藍染め製品2/17～3/3展示）

エリアＢ
No. お雛様展示場所（展示内容・年代）
B27 酒寄洋品店 （昭和中期）
B28 真栄石材産業 （昭和10年・13年）
B31 塚本家 （江戸時代・土日のみ15時まで）
B34 五十嵐家 （平成5年）
B36 鈴木醸造 （明治22年・置き雛）
B41 菓子庵たちかわ （昭和40年代）
B44 麺’sクラブ真壁店 （手作り雛）
B45 真壁さわやか直売組合 （昭和38年）
B46 そば処にしむら （昭和49年・つるし雛）
B47 真壁福祉センター （昭和40年代）
B48 五所駒瀧神社 （櫻齊軒のお雛様）
B52 真壁図書館 （読書するひな人形）
B56 蔵布都 （大正～平成）
B59 石田縮緬組 （古布つるし雛・花嫁のれん）
B60 筑波嶺栗（つくばねマロン） （昭和後期）

エリアＡ
No. お雛様展示場所（展示内容・年代）
A1 金丸化粧品店 （親王飾り）
A4 すし兼 （昭和43年）
A6 ムラカミ書店 （昭和15・25・58年）
A8 カットハウス昌弘 （昭和初期）
A11 川島書店 （江戸～平成）
A12 川島書店見世蔵 （見世蔵飾り）
A14 根本米穀店 （大正・昭和中期）
A16 手造りの店 （昭和57年）
A17 ニューワカマツ （昭和52年・平成15年）
A18 石塚燃料店 （昭和10年代）
A19 江戸初 （昭和初期～平成・七段飾り）
A21 真壁石材協同組合 （石雛・石燈籠）
A23 黄金屋 （昭和33・58年）
A25 武蔵屋 （手作り雛）
A27 桜川市いわせ蕎麦の会 （展示なし）
A29 喰呑処・旅館みかど （昭和47年）
A31 仁平鳥肉店 （平成・手作りつるし雛）
A34 高庭菓子舗（平成元年・手作り・つるし雛）
A35 西岡商店 （昭和初期・座敷飾り）
A37 平岡恵美子 （布絵）
A39 稲葉米殻店 （昭和50年・座敷飾り）
A43 眞徳寺 （昭和）
A45 珈琲アメリ （昭和60年）
A46 煎餅屋仙七 （手作りつるし雛）
A47 藤永製菓　桜井店 （昭和45年）
A52 大倉産業 （奈良一刀彫のお雛様・土日のみ展示）
A53 ひと咲き工房 風和里 （遊雛・金土日のみ展示）
A54 焼きそばsta.TuZKu （昭和56年）

エリアＣ
No. お雛様展示場所（展示内容・年代）

C1
旧真壁郵便局 （大きなお雛様）
 （樺穂小児童手作り雛）
 （谷貝小児童手作り雛）
 （ひなの里幼稚園園児手作り雛）

総
合
案
内
所

C7 旅籠ふるかわ （大正・昭和・平成）
C11 かわしま洋品店 （明治～昭和）
C12 かわしま土蔵 （明治）
C15 ㈲大木商会 （明治・昭和40年）
C18 御菓子司山口屋 （昭和50年代）
C22 西村屋茶舗 （昭和55年）
C24 ひら井 （昭和40年代、木目込雛・ステンドグラス雛）
C27まごころ亭　かまや （つるし雛）
C28 溶岩窯パン工房 Makapan （つるし雛）
C29 龍神麺 （飾り雛）
C30 茅葺き屋根の市村家 （昭和40年代）
C35 吉田材木店
C40 和の庭園のひなかざり　ビューティーサロン イシダキミエ
C41 菓子庵たちかわ （おひな様の森に電車が走る）

A52

A43
A53

A18

A54

C12

C40

C7
C41

C35

D54

D56

D70

D73

D72

D71

D65

D60

「紫尾団地」 「旧酒寄駅跡」

十七十九

つ
く
ば
市

大和屋薬局

ヨットの看板

第3駐車場

第
4
駐
車
場

出入口出入口

歩道歩道

煎餅
煎餅

煎餅

「塙世交差点」

「古城」

「川原町」

「真壁庁舎入口」
「田」

たいらや

駐車しないで
ください。

「真壁高校」

「桃山学園」

桃山学園 「東山田羽鳥」

お菓子

B56

B31

「真壁城跡」

「上宿」

「桜井」

宿泊 お酒 お食事 お土産 お菓子お菓子 桜川市バス「ヤマザクラGO」停留所桜川市バス「ヤマザクラGO」停留所惣菜・軽食

お食事

お土産

お土産

旧真壁郵便局

専用トイレ授乳室

土日祝
     のみ 専用トイレ

70台
ヤマザクラGO
バス乗降所

0296－23－8200

高上町 駐車場
※臨時バス発着所

専用駐車場 専用トイレ 車イス貸出
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資
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真
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B52
専用トイレ

「旧真壁小学校」

お土産・パン

「下宿」

高上町駐車場の
出入口は北側
１か所になります。

注意

D58D57

D33D34
D35D36
D37D38

注意
必ず左折。
町中への車乗入れは
しないでください。

軽食・お土産
下宿鍵
の辻

歩道歩道
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お土産

お食事・
お土産

お土産・
プリン

卍

旧
真
壁
小
学
校

桜川市役所真壁庁舎

第
２
駐
車
場

桜
川
市
商
工
会

真
壁
事
務
所

真壁中央公園
飲食可能エリア
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高
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ヘ
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お菓子・お茶

お酒・お土産

お土産
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　　　旧真壁小学校、
駐車場の出入口は東側
1か所になります

注意
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ひなまつりをご観覧のお客様へ注意とお願い

真壁のひなまつり（2023年開催）真壁のひなまつり（2023年開催）
和の風第十九章 期間中イベント和の風第十九章 期間中イベント

◆発掘‼いばらき2022
　－茨城県教育財団調査遺跡紹介展－
　・2月1日（水）～ 2月26日（日）
　・真壁伝承館資料館［マップB8］

◆茨城県神社庁写真展
　・2月8日（水）～ 28日（火）
　・旧真壁郵便局2 階［マップC1］

◆真壁藍保存会作品展
　・2月17日（金）～ 3月3日（金）
　・真壁伝承館市民ロビー［マップB8］

◆人形浄瑠璃真壁白井座 ひなまつり公演
　・2月19日（日）　午前の部11:00 ～
　　　　　　　　　　午後の部13:30 ～
　・真壁伝承館まかべホール［マップB8］

◆和の風流し雛
　・3月3日（金）
　　10:30集合　神武天皇遥拝殿
　　　　　　　　（真壁伝承館・B8の隣り）
　　10:30 ～　　『ご祈祷』
　　11:00頃 ～　『流し雛』
　　　　　　　 　山口川[マップD31付近]

注） 当日の天候等の状況により、催事時間の変更や日程の延期、
さらには中止になる場合がございます。予めご了承ください。

【お雛様を見学するとき】
　〇�建物内に入るときや写真を撮るときは、必ず家主等に声をかけてください。
　〇建物内での飲食・喫煙はしないでください。

【道路を歩くとき】
　〇無理な横断はしないでください。
　〇車には十分注意してください。
　〇道路は広がらずに歩いてください。

【きれいなまちを守るために】
　〇ゴミはお持ち帰りください。
　〇ゴミのポイ捨てはしないでください。

【感染防止対策ご協力のお願い】
　〇会場内では、必ずマスクの着用をお願いします。
　〇社会的距離の確保（最低１ｍ）をお願いします。
　〇こまめな手洗いや手指消毒をお願いします。
　〇体調管理に伴う水分補給等を除き、会場内での食べ歩きは禁止といたします。
　〇お食事は、購入した場所か飲食可能エリア（真壁中央公園）にてお願いします。
　〇下記事項に該当する⽅のご来場はご遠慮ください。
　1�新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けている⽅
　237.5℃以上の発熱や⾵邪症状等の不調がある⽅
　3�新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある⽅
　4�同居家族や⾝近な知⼈に感染が疑われる⽅がいる場合
　5�過去１４⽇以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への
渡航ならびに当該在住者との濃厚接触がある⽅

ーきれいなまちと明るい笑顔が私たちの誇りですー
皆様にとって、楽しく安全なひなまつりになりますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。

Ａ８ 髪床細島

TEL0296-55-2698

桜川市真壁町真壁337

真
心

そ
そ
る

あ
ん
こ
飴コーヒーという情熱

Ｂ１

TEL0299-23-5151

本田商店

十 二 単 衣
能衣裳　小袖 展示）

明治　大正　昭和のロマン

草もち、もつ煮、焼そば、甘酒、
おしるこ、だんご、ベーコン、佃煮

休憩所有り２０名可

Ｃ７ 旅籠ふるかわ

TEL 070-8563-8961 
メール hatago@ymail.ne.jp

元宝塚女優の朗読劇の実演
（2/19日のみ）予約制

実演はお茶と和菓子付1000円。予約はTELで
受付。常時はDVDで上映しております。
・真壁コシヒカリ米粉ロールケーキとお茶セット 500円
・真壁白川屋のまんじゅうとお茶セット 500円

お庭やいろりでゆるりとお茶をどうぞ

Ｄ７ 割烹うおくら
雛祭り期間限定お弁当

高上町駐車場前

TEL0296-55-0022

真壁屋のうどんも

ございます

Ａ29 喰呑処・旅館 

真壁426-4　TEL0296-55-0151
定休日 水曜日

中華・海鮮・酒・肴

ひな祭り
限定

海鮮ひなちらし
すいとん･チマキセット

他 ランチセットご用意しております

みかど

※土･日臨時休業あり。お問い合わせ下さいませ。

Ｃ24

TEL0296-54-2807
高上町駐車場北側

ひら井
地元の食材を使った手作りのランチ

女性に人気のメニューです！！

11:30～14:00 迄

定休日:日･月

Ｄ31
つくばぷりん

真壁生まれの

地元の食材にこだわった
　　　ぷりんの専門店です。

飯塚 TEL0296-54-2401

本格こだわりのぷりんを
　　　　　お土産にどうぞ

Ａ43
天　台　宗
眞　徳　寺施無畏山

實 相 院

護摩祈祷

電　話　０２９６－５５－１３６７
F A X　０２９６－５４－４６４３

参拝の証として、御朱印とささやかなプレゼントをお授けしています

〒300-4407 茨城県桜川市真壁町古城 566

Ｂ36 鈴木醸造・長屋門

TEL0296-55-1161
古城通り

享保雛を
お飾りしてます。
醤油 甘酒 ひしお

Ｃ29

地元で人気のラーメン店!!

龍 神 麺

TEL0296-54-1155
谷貝地区

当店名物龍神ぎょうざ 310円
お１人様からご家族、団体様まで

ご利用できる、本格つけめん
らーめん店です。

Ｄ51 鴨　亭
街歩きで寒くなったら

鴨料理で暖かくなって下さい。

お気軽にどうぞ。

TEL0296-54-1122
真壁町椎尾2575

Ｂ46 そば処 にしむら

TEL0296-54-0865

天ザルそば、うどん

ランチセット（平日のみ）

お待ちしています。

１,２８０円
１,１００円

真壁町山尾765-2 駐車場有り

Ｃ30

お琴演奏会
（金～日曜日）

昔のまんまの家でひと休み

下谷貝地区：お茶・軽食

茅葺き古民家

TEL0296-55-2357

Ｃ28

定休日:日･月

ご利用者さまの社会的自立を目指して、
パン・ピザ・お菓子・コーヒーの製造と
販売を行なっています。

TEL0296-54-1183

Instagram:makapan1183

溶岩窯パン工房

Ｍａｋａｐａｎ（マカパン）

Ｄ69 レストキャビン 古民家

 スタージョン
・人気メニュー２種盛丼ランチ

・ひな祭り特別メニュー♪

ー１１:３０～１５:３０ー

桜川市真壁町田44-4 TEL070-4123-1714

～ひな祭りチョウザメランチ～

Ａ27

常陸秋そば

桜川手打ちそば
５００円

土・日・祭日のみ営業

いわせ蕎麦の会
桜川市 Ｂ11 増田酒店

当店だけの
量り売り地酒

真壁伝承館前

TEL0296-55-0109

Ｃ18

頭がよくなるかも!? 真壁大福１４０円
やわらか～いお餅の中に自家製粒あんがたっぷり
これを食べると天神様のように賢くなれるかも!?
季節限定の桜もち・草もち(各140円)などもどうぞ

新宿通り中村家近く　天神横丁
TEL0296-55-1226(電話予約可)

御菓子司 山口屋◆◆◆ ◆◆◆ Ｄ17 八 田 屋
手作りのお豆腐

がんもどき･厚揚げ など

お土産にどうぞ
高上町駐車場から南に1分

TEL0296-55-0071

Ａ31

水曜日定休

自家製ひなコロッケ 1ヶ 130円
国産銘柄鶏からあげ棒 1本 130円

サラダチキン　500g入袋 793円
当店大ヒット商品

手作りの為、数に限りがあります

TEL0296-55-0422

Ｂ20 伊勢屋旅館
～文化庁登録文化財の宿～

文化財の宿で手作りのお食事をどうぞ

予約専用TEL050-3557-0193

「弥生の風」
1,300円～

要
予約

Ｄ41

水戸信用金庫隣

TEL0296-55-2500

バッカスサイトウ
～酒の専門店～

真壁の地酒はもちろん、県内各地の

地酒を取り揃えています。お土産に

当店謹製のさくらふ菓子もオススメです。

セブンイレブンもあってとっても便利。

Ａ46 煎餅屋 仙七

TEL0120-828-007

完全自社生産の

お煎餅専門店です

１０枚 ぬれやき煎 ３３４円（税込）

８０ｇ 半熟カレーせん２３４円（税込）

定番
商品

大人気
商品

Ｂ44

TEL0296-54-2061
真壁消防署近く

冬限定

麺ｽ゙ｸﾗﾌ゙さわやか真壁店

ゆず塩らーめん７７０円（税込）

北海みそらーめん ８７０円（税込）

Ｃ35

TEL0296-55-1277（不定休）

高上町駐車場東側

材木屋のオヤジが厳選しました木工品を

ひなまつり期間限定でのご奉仕価格

この機会に樹の温もりを
感じては如何でしょうか。

高上町駐車場側よりお越し下さいませ。

Ｄ60 旅人caf� TOY BOX
トゥクトゥクが目印

こたつカフェ（全席イス）

ビーフシチュー１,０００円
全品持ち帰りOK

TEL0296-48-7111
下宿通り

Ｄ71

TEL0296-48-9009

手作りキッチン＆カフェ

　ママごはん
～オシャレな空間で最高のひと時を～

無料駐車場
50台有り
大型可

真壁町飯塚1027-1

安心の手作り料理、

小さなお子様もＯＫ！

ひな祭り女子メニューあります

Ａ39 稲葉米穀店

TEL0296-55-0312

見芽通り･伝承館東側駐車場前

コ シ ヒ カ リ
一升からお量りします

もち米、初釜うどんもあります

真壁のおいしい

Ｂ24 村井醸造

下宿十字路

TEL0296-55-0005

水と米が美味しい
真壁のうまい酒

こうめい です。
ぜひお立ち寄りください！

Ｃ27 まごころ亭 かまや

TEL0296-54-0666
亀熊120-1（月曜定休）

すいとんランチ
地場野菜　手作りすいとん

香り飯・フライ・小鉢 付

９９０円（税込）

D44 もちの祥び 煎一屋
- 高級おかきの工場販売-

人気商品 サラダ丸餅・しみ満月
のりおかき

全国菓子大博覧会受賞賞品多数取り揃えて
おります。ぜひお立ち寄り下さい。

TEL0296-54-0803田756-1

湯袋峠入口

Ａ47 藤永製菓 桜井店

TEL0296-55-3913桜井768

おかき工場直売店

・もち米でつくったおかきの販売
・地元のゆず製品の販売
・本格コーヒーとお抹茶スペースあり

伝正寺入口信号・エネオス裏

Ｂ45 真壁さわやか

TEL0296-55-3845

ほっくほくの石焼きいも

朝採り野菜、手作り加工品、
焼きたてパン等、多数販売中

山尾 真壁消防署南側

直売所

D65 キャビアの里

◆キャビア　　 ２０g　1瓶 ￥６,４８０（冷蔵・冷凍）

◆お試しキャビア ９g　1瓶 ￥３,２４０（冷蔵・冷凍）

◆チョウザメ加工品（ギフト地方発送承ります。）

TEL0296-49-6370
桜川市真壁町酒寄1152-1

筑波山のふもとで養殖した

チョウザメの純国産キャビアです。

エリアAエリアA エリアBエリアB

エリアCエリアC エリアDエリアD

和やかなひなまつりとするため、商売をする人

たちには呼び込み・押し売り等をしないようお

願いをしております。

しかし、それらを守らずに商売する人たちが見

受けられます。そのような店には近づかないよ

うお願いいたします。トラブル等があっても対

応いたしかねます。

●交通規制の実施について●

2月18日（土）・19日（日）・23日（木・祝）・
　　25日（土）・26日（日）

10：30～15：30 ひなまつり会場中心地

ヤマザクラGOは、交通規制日は「上宿」、「下宿」、
「真壁高校」に停車しません。
その際は「真壁庁舎」で下車してください。

実　施　日

時　間 規制場所

バス運行情報バス運行情報
臨 時 バ ス臨 時 バ ス

TXつくば駅９番のりば－真壁（高上町駐車場）

◆ 2/25（土）・2/26（日）のみ運行 ◆
TXつくば駅⇒真壁 真壁⇒TXつくば駅

TX つくば駅 高上町駐車場 高上町駐車場 TX つくば駅
9:00 9:50 13:30 14:20
11:00 11:50 15:30 16:20

代　金 大　人 小　人 幼　児
片　道 1,000 円 500 円 無　料

※�道路の混雑状況により出発時刻及び到着時刻が遅れる場合がござい
ますので予めご了承ください。
※現金で清算してください。ICは使用できません。

Ｃ41

おもて梨カレードック
なし梨カレー

入りなし

おひなさまの森に電車が走る

復活 ! 筑波鉄道


