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柏市観光マップ
発行／
柏市商工振興課

お問合せ

休館日 12月28日～1月4日、7月・8月の第1・第3日曜日

開館時間 9：00～19：00

アクセス 柏駅南口を出て左、ファミリかしわ3階（徒歩１分）

柏駅すぐの観光案内所「かしわインフォメーションセンター」で
は、おいしいお店や遊べる施設の紹介はもちろん、行政情報やイ
ベント情報、駅周辺のバス停や道案内など、柏を愛する市民ス
タッフがあなたの“かしわ旅”を全力でサポートしてくれます！
柏を何倍も楽しむためのスタート地点に、ぜひどうぞ！

■ 桜まつり
 あけぼの山公園（4月）
■ チューリップフェスティバル
 あけぼの山農業公園（4月）
■ 柏まつり
 柏駅周辺（7月）
■ 手賀沼花火大会
 手賀沼（8月）
■ 手賀沼ハスまつり
 手賀沼（8月）
■ ユルベルトKASHIWAX
 柏駅周辺（9月）
■ アートラインかしわ
 柏駅周辺（10月～11月）
■ 音街かしわ
 柏駅東口ダブルデッキ（10月）
■ かしわウイスキーフォーラム
 ハート柏迎賓館（10月）
■ 沼南まつり
 セブンパークアリオ柏（10月）
■ あけぼの山農業公園まつり
 あけぼの山農業公園（10月）

■ 手賀沼エコマラソン
 柏ふるさと公園・手賀沼（10月）
■ 市立柏高等学校吹奏楽部
 チャリティーコンサート
 柏市民文化会館（12月）

■ 梅 2月下旬～3月上旬
  あけぼの山農業公園、千葉県立柏の葉公園　ほか
■ カタクリ 3月下旬
  逆井群生地（逆井駅から徒歩15分、逆井運動場近く）
■ 桜 3月下旬～4月上旬
  柏公園、千葉県立柏の葉公園、あけぼの山公園、
  大堀川リバーサイドパーク、旧吉田家住宅歴史公園 ほか
■ チューリップ 4月中旬～下旬 あけぼ山農業公園
■ ボタン 4月中旬～5月上旬
  医王寺（船戸）、吉祥院（大室）、観音寺（逆井）
■ バラ 5月中旬～6月上旬、10月中旬～11月上旬
  千葉県立柏の葉公園
■ ハス 7月中旬～8月上旬
  手賀沼湖畔（道の駅しょうなんから徒歩5分）
■ ヒマワリ 7月中旬～8月上旬 あけぼの山農業公園
■ ヒガンバナ 9月中旬 持法院
■ コスモス 10月上旬～下旬 あけぼの山農業公園
■ イチョウ 11月
  法林寺（名戸ヶ谷）、弘誓院（柳戸）

代官山、湘南、枚方に次いで４店舗目と
なる複合商業施設「T-SITE」が柏の葉
にオープン。食、暮らし、アウトドア、ス
ポーツなど、幅広いジャンルの本や
ショップがそろい、ひとりでも、デートで
も、もちろん楽しめます。また、「子供の
いる暮らし」をテーマとした店内は、子
連れでもゆったり過ごせる設備やサー

web版
観光マップ
もチェック！
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柏 駅

もっと！

まちの情報を集めよう

柏市若柴69-1 04-7131-2620

日曜日・祝日 ※その他休場日あり
柏の葉キャンパス駅東口から東武バス「ラ
イフタウン循環」で「柏卸売市場前」下車、
徒歩5分

店舗により異なる

柏市公設
総合地方卸売市場

今採り農産物直売所
かしわで

農家レストラン
さんち家

柏市柏の葉4-1 04-7134-2015
柏の葉キャンパス駅西口から東武バス「柏
駅西口行き」で「柏の葉公園中央」下車すぐ

ソメイヨシノやオオシマザクラなど
400本以上の桜が立ち並ぶ「桜の広
場」と、83種類1600株が植栽される
「バラ園」が人気。40haの広大な敷地
に芝生広場、ボート池、総合競技場、
バーベキュー場や日本庭園もある柏市
内最大の公園は、地域の「緑・スポー
ツ・文化」の拠点となっています。

千葉県立
柏の葉公園

柏市高田100 04-7199-3364
11:00~15:00

地元農家の主婦がシェフを務める、「か
しわで」直営のこだわりレストランで
す。野菜のみを使用した約50種類のこ
だわり料理を
ブッフェ形式
で楽しめます。

柏市高田100 04-7141-6755
水曜日（祝日は営業）

柏駅西口から東武バス「高田車庫行き」で
「八ツ原入口」下車、徒歩5分

9:00~18:00

柏の特産品「かぶ・ねぎ・ほうれん草」を
はじめとした朝採りの新鮮野菜や果物
のほか、柏産のお米で作られた日本酒
「柏自慢」などが販売されています。

柏市若柴175 04-7168-1588

柏の葉キャンパス駅西口すぐ

柏の葉周辺の街並みが見渡せる屋上
庭園や音楽に合わせて定期的に吹き
上がる噴水（ポップジェット）のある中
庭など、ショッピングだけでなく、みん
なが集い、くつろげる、心地の良い空間
が広がります。大きなガラスのアトリウ
ムに囲まれた広場では、土日祝日に楽
しいイベントも開催されています。

ららぽーと柏の葉

柏の葉T-SITE / 柏の葉アクアテラス

店舗により異なる
10:00~21:00(レストラン11:00~22:00)

柏市若柴227-1 04-7197-1400

柏の葉キャンパス駅西口から徒歩7分
店舗により異なる
8:00~23:00

かしわでを参照

生鮮食品や加工品が全国から集まる
柏市唯一の市場です。毎月第2土曜日
の市民感謝デーには、一般のかたでも
気軽に買い物が楽しめます。また敷地
内の飲食店街では、市場で仕入れた新
鮮な魚を使用した絶品海鮮丼などが食
べられます！

ビスが充実。お買い物の休憩は、目の前
に広がる親水空間「アクアテラス」がお
すすめです。

柏市片山27504-7193-0010
柏駅東口から東武バス「手賀の丘公園行き」終点下
車すぐ

自然そのままの森林を生かして設計さ
れた25.9haもの面積を有する“森の公
園”です。簡単なものから難易度の高い
ものまでそろう15のフィールドアスレ
チックや、インパクト大の恐竜すべり
台、バーベキュー広場にキャンプ場、
じゃぶじゃぶ池など、大自然の中を家族
みんなで楽しめる、触れ合いの場です。

手賀の丘公園

04-7196-7773

柏市大島田1-6-104-7190-1111

柏駅東口から東武バス「沼南車庫行き」で
「セブンパークアリオ柏前」下車すぐ
我孫子駅北口より無料シャトルバス

ショッピングはもちろん、憩いの場・健
康・スポーツ・カルチャー・エンターテイ
メントのすべてがそろう新体験
「PARK」。大規模イベントが開催され
るステージやバーベキューゾーンが設
置された超大型パーク、実物20倍の遊
び心をくすぐる巨大オブジェが並ぶレ
ストスペースなど、驚きと感動の体験
型ショッピング施設です。

セブンパークアリオ柏

10:00~21:00(フードコート10:00~22:00/
レストラン11:00~22:00)
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手賀沼
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柏の葉
エリア

都心から日帰りで楽しめる、手賀沼最東端のレ
ジャー施設です。釣堀で釣り上げたニジマスは、その
場でいろり焼きしてもらえるサービスも。施設内には
ドッグランや手ぶらで楽しめるバーベキュー場（要予
約）、窓いっぱいに広がる手賀沼の景色が自慢のカ
フェレストランもあり、家族で一日中楽しめます。

手賀沼フィッシングセンター
柏市曙橋字若鮎104-7185-2424

柏駅東口から東武バス「手賀の丘公園行
き」で終点下車、徒歩20分
天王台駅南口から阪東バス「湖北駅南口行
き」で「湖北台６丁目」下車、徒歩15分 

月曜日（祝日の場合は翌日）
8:00~17:00

柏市手賀666-2
04-7191-7414（柏市文化課）

※公開日以外の見学は要問合せ
柏駅東口から東武バス「布瀬行き」で「手
賀」下車、徒歩7分

9:00~15:00
（一般公開は土日祝日、5月2日、年末年始）

明治16年に建設され、現存する首都圏
内の教会堂では最古の木造教会です。
教会堂内には、明治期の女流作家とし
て高い評価を受ける山下りんの描いた
３枚の聖画（レプリカ）が展示されてい
ます。

柏市箕輪新田39-2

第２水曜日
道の駅しょうなんを参照

11:00~19:00
（土日祝日 8:30~10:30はモーニング実施）

柏産の旬の野菜をふんだんに使用した
メニューとサラダバーが楽しめるレス
トランです。お肉を使ったメニューもあ
りますが、具材が野菜のみのメニュー
でも驚くほどボリューム満点、大満足
間違いなしです。

野菜レストラン
SHONAN

旧手賀教会堂
（日本ハリストス手賀教会）

04-7190-1131 柏市箕輪新田59-2

（直売所）第２水曜日
我孫子駅南口から阪東バス「手賀の杜ニュータウン
行き」で「道の駅沼南前」下車すぐ

9:00~18:00
（直売所 ［4月~8月］ 9:00~19:00 ［9月~3月］ 9:00~18:00）
（レストラン ［4月~8月］ 8:00~19:00 ［9月~3月］ 8:00~18:00）

手賀沼の湖畔にあり、年間
100万人を超える人が訪
れる道の駅です。施設内に
はイチゴ・かぶなどオリジ
ナルソフトクリームが自慢
のレストランや農産物直売
所、周辺には手賀沼自然ふれあい緑道
やハスの群生地、鳥の博物館などの観
光ポイントが点在し、ドライブの休憩は
もちろん、手賀沼エリアの観光拠点と
してもご利用いただけます。

道の駅
しょうなん
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晴れた日に自転車で

ゆっくり巡れば

ココロもカラダも
リフレッシュ！！

貸出料金一般300円　小学生以下100円
※クロスバイク、電動自転車は500円。千葉県民の日は無料　

利用時間
4月～9月／9：00～17：00
10月・11月、春休み期間／9：00～16：00
※ステーション③④は10：00～貸出開始

利用期間
4月～11月の土曜日・日曜日・祝日、
千葉県民の日（6月15日）、春休み期間（月曜日を除く毎日）
※冬期休業。イベント開催や悪天候による臨時休業あり

① 北柏ふるさと公園
　 　柏市呼塚新田204-2
　 問 一般財団法人柏市みどりの基金　　04-7160-3120

② 道の駅しょうなん
　 　柏市箕輪新田59-2
　 問 株式会社道の駅しょうなん　　04-7190-1131　※②～④共通

③ セブンパークアリオ柏
　 　柏市大島田1-6-1

④ 手賀沼フィッシングセンター　※平成30年4月1日開設予定
　 　柏市曙橋字若鮎1

⑤ サイクルパーク我孫子南
　 　我孫子市本町2-4-15
　 問 公益社団法人我孫子市シルバー人材センター　※⑤～⑦共通
　 土日祝日：　090-4520-3603　　平日：　04-7188-2204

⑥ 手賀沼公園
　 　我孫子市若松26-4

⑦ 鳥の博物館
　 　我孫子市高野山234-3

ｰどのステーションでも乗捨て自由♪ｰ

手賀沼周遊レンタサイクルかしわじかん

借りるのも
返すのも
とっても簡単！

「カシワニ」は、手賀沼在住の癒し系、柏市PRキャラクターです。
かしわインフォメーションセンターでは、
柏土産にピッタリのカシワニグッズを販売中！

走りやすく整備された
サイクリングロード！

花便り

1～5月6～8月8～10月

フルーツカレンダー（直売・摘み取り）

柏市布施1738 04-7131-7317
柏駅西口から東武バス「布施弁天行き」終点下車すぐ

布施弁天（紅龍山 東海寺）

日本庭園・柏泉亭（茶室）

柏市花野井974-1 04-7135-7007

月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
柏駅西口から東武バス「柏市立高校行き／東急
柏ビレジ行き／柏たなか駅行き」で「花野井神
社」下車、徒歩5分

9:30~16:30

柏市布施1940 04-7134-0961

月曜日（祝日の場合は翌日）
（4月~10月）9:00~17:00 （11月~3月）9:00~16:30

柏市布施2005-2 0120-855-817

あけぼの山農業公園内を散策したあとは、
ココでお食事を！地元農家の新鮮食材を
たっぷり使ったレストランに、「自分で採っ
て、そのまま食べる」収穫体験付きバーベ
キュー場（要予約）とどちらも大人気です。

池泉回遊式の日本庭園をのんびり散策！庭
園の中心にある柏泉亭では、四季折々の景色
を眺めながら、本格的な茶会を楽しめます。

農家食堂・ベジQ

あけぼの山農業公園を参照
(農家食堂)11:00~16:30 (ベジQ)10:15~16:45

関東三大弁天の一つとして名高く、寺の正
面には石段が続き、弁天様にちなんだ竜宮
造りと重厚な楼門が特徴的です。本堂、楼
門、鐘楼は千葉県の有形文化財に指定され
ています。

旧田家住宅は、名主であった田家の豪
農ぶりがわかる江戸時代末期築造の国指
定重要文化財です。25ｍにも及ぶ長屋門、
茅葺屋根の重厚な作りの主屋、格調高い書
院に趣のある庭園。広大な芝生広場もあ
り、文化と自然をゆったり満喫できます。
敷地内で定期的に開催
される音楽イベントや、
長屋門カフェもおすす
めです。
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花の名所として知られる公園。シンボルの
オランダ型風車の周りには、チューリップ、
ヒマワリ、コスモスなど四季折々の花が一
面に広がります。春の桜まつりやチュー
リップフェスティバル、秋の農業公園まつり
に冬のイルミネーションなど、季節ごとのイ
ベントもめじろ押しです。

あけぼの山農業公園

柏市布施2005-2 04-7133-8877

我孫子駅北口から阪東バス「あけぼの山公園入
口行き」終点下車、徒歩7分
柏駅西口から東武バス「三井団地行き／布施弁
天行き」で「土谷津入口」下車、徒歩8分

月曜日（祝日の場合は翌日。4月中は月曜日も開
園）、年末年始

9:00~17:00
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あけぼの山
エリア

Akebonoyama

あけぼの山農業公園を参照

柏市は、千葉県北西部に位置する人口約42万人
の中核市です。都心からのアクセスもよく、数多く
の商業施設や飲食店が立ち並び、何でもそろう商
業の街としてにぎわいをみせています。ストリー
トミュージシャンの聖地とも言われ、いつでも明
るい歌声が響く柏駅のデッキ上では、年間を通
して様々な音楽イベントも開催されています。
都市化の進む一方で、北部を流れる利根川沿

いや東部の手賀沼沿いには、豊かな自然がまだまだ残って

柏市ってどんなところ?
います。農業資源にも恵まれ、生産量全国１位を
誇るかぶのほか、ねぎ、ほうれん草、摘み取りや直
売を行う農園も多いイチゴ、ブルーベリー、梨な
ど、自慢の特産品がたくさんあります。
また、サッカーJ1チーム「柏レイソル」やWリー
グで連覇を続ける女子バスケットボールチーム
「JX-ENEOSサンフラワーズ」など、世界で活躍する多数の
トップチームが柏市を活動拠点としています。
ショッピング、グルメ、音楽、スポーツ、
自然体験…紙面では紹介しきれないほ
ど色々な楽しみ方のあるこの街は、あな
たのお気に入りがきっとみつかります。

■ 柏駅周辺エリア
 欲しい、食べたい、
　遊びたい！
 何でもかなう柏の中心
髙島屋や丸井などの大型店に、個性的な店が並ぶ
商店街。ウラカシと呼ばれる裏路地の古着屋。テレ
ビや雑誌で紹介された行列のできる飲食店も数多
い。ストリートミュージシャンが集う駅前のダブル
デッキはいつも活気にあふれ、柏まつりやユルベル
ト、アートラインなどのイベントも盛りだくさん！

■ 柏の葉エリア
 公民学連携で創造する未来都市
東京大学や千葉大学をはじめとする学術研究機関
と、最先端技術を持つ企業が集積し、公民学連携の
まちづくりが行われています。高層マンションが立ち
並び、住みたい街としても人気を集めるこのエ
リアは、自然豊かな公園に、ららぽーとや
T-SITEと、全世代が一日中楽しめる
とっておきスポットがいっぱい！

■ あけぼの山エリア
思わず写真が撮りたくなる、

花畑とパワースポット
あけぼの山農業公園のシンボルである風車前一面
に広がる花畑は、シャッターを切らずにいられませ

ん。四季によって異なる色で染まる花のじゅう
たんに、次のシーズンも訪れたくなること

間違いなし！隣接する関東三大弁天
の「布施弁天」は、柏のパワースポッ
トとして知られています。

■ 手賀沼エリア
雄大な水辺を眺めて

のんびり過ごす、
非日常な自然体験

季節ごとの採れたて野菜でBBQまで楽しめる収穫
体験。レンタサイクルでぐるっと手賀沼を巡っておい
しいソフトクリームを頬張って、少し疲れたら水辺で
ぼーっと、夕日を眺めてみる。何もかも忘れて自然に
癒やされたくなったら、手賀沼へどうぞ。こんな大自
然が、都心から日帰りで気軽に楽しめます。

Kashiwaekimae

KashiwanohaAkebonoyama

Teganuma

アウトドアを

楽しむなら！
隠れた名店を

探す！

のんびり散歩と

ショッピング！

インスタ映え
No.1！

今日は
どこ行く？

あけぼの山エリア

手賀沼エリア
柏駅周辺
エリア

柏の葉エリア

ⒸKASHIWA REYSOL

かしわ
おてかけ
マップ

旧　田家住宅歴史公園


