
北海道

東京都

モエレ沼公園

さっぽろ羊ヶ丘展望台

札幌オリンピック
ミュージアム ★★★

札幌ドーム
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札幌市街や石狩平野を一望できる道内屈指のスポットで
す。展望台内には、“北海道開拓の父”クラーク博士の立像を
はじめ、北海道名物のジンギスカンを楽しめる羊ヶ丘レス
トハウスがあります。
札幌市豊平区羊ヶ丘1
�札幌市営地下鉄東豊線「福住駅」から北海道中央
バス「羊ヶ丘展望台」
011-851-3080　￥有料

オリンピックやパラリンピックの歴史と感動を身近に体感
できます。1972年の冬季オリンピック札幌大会の軌跡をた
どる展示をはじめ、競技を体感できるシミュレーターなど、
冬季オリンピックの世界を楽しめます。
札幌市中央区宮の森1274
��札幌市営地下鉄東西線「円山公園駅」からJR北海�
道バス「大倉山ジャンプ競技場入口」
011-641-8585　￥有料

彫刻家イサム・ノグチが手がけた公園です。北海道の雄大
さを感じさせる敷地は、全体が一つの大きな彫刻作品です。
四季折々の自然やダイナミックな造形美が魅力で、夏は水
遊び、冬にはスキーやソリ遊びも楽しめます。
札幌市東区モエレ沼公園1-1
�札幌市営地下鉄東豊線「環状通東駅」から北海道

　中央バス「モエレ沼公園東口」
011-790-1231　￥無料

さっぽろ羊ヶ丘展望台

札幌オリンピックミュージアム

モエレ沼公園

日本最北にある全天候型ドームで、世界初のサッカー場移動方式「ホ
ヴァリングシステム」を導入した天然芝サッカー場です。野球・サッカー
の2つのプロチームのホームスタジアムとなっています。

東京からのアクセス
【空路】�羽田空港―〈航空機〉→新千歳空港―〈JR快速エアポート〉→札幌駅：約

2時間15分〜

会場アクセス ��　札幌市営地下鉄東豊線「福住駅」下車�徒歩約10分

札幌市豊平区羊ヶ丘1札幌ドーム

北海道

札幌大通公園

https://www.visit-hokkaido.jp/
https://www.hitsujigaoka.jp/
http://sapporo-olympicmuseum.jp/
https://moerenumapark.jp/


宮城県

東京都
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東日本大震災で被災したJR野
の
蒜
びる
駅の建物を改修し、震災前

後の写真パネルや記録映像などを展示・放映しています。
震災前の姿や震災の爪痕、復旧・復興の過程を知ることが
できます。
東松島市野蒜字北余景56-36
JR仙石線「野蒜駅」�徒歩約15分
0225-86-2985　￥無料

“日本三景”の一つとして、日本を代表する観光地です。湾
に浮かぶ大小260余りの島々がおりなす絶景に加えて、国
の重要文化財を持つ円通院や国宝に指定された瑞巌寺など
の歴史的建造物も見所です。
宮城郡松島町
JR仙石線「松島海岸駅」
022-354-2618

戦国大名伊達氏の居城、仙台城（青葉城）の跡地で、石垣と
再建された脇櫓がかつての雄姿をしのばせます。本丸跡か
らは仙台市内、太平洋を一望でき、資料展示館では、CGに
よる城の復元映像などが見られます。
仙台市青葉区川内1
�仙台市営地下鉄東西線「八木山動物公園駅」から

　 市営バス「仙台城跡南」
022-222-0218

￥無料（資料展示館は有料）

東松島市震災復興伝承館

松島

仙台城址

宮城スタジアム

収容人数約5万人規模の多目的競技場です。バックスタンドを覆う大屋
根は、地元仙台の戦国武将、伊達政宗の兜をモチーフにデザインされて
います。

東京からのアクセス
【鉄道】東京駅―〈新幹線〉→仙台駅―〈JR東北本線〉→利府駅：約2時間20分〜

会場アクセス
JR東北本線「利府駅」から宮城交通バス「菅谷台経由」「青葉台経由」乗車�約10分
「菅谷台3丁目」下車�徒歩約5分

宮城郡利府町菅谷字舘40-1

東松島市
震災復興伝承館

松島

仙台城址

宮城スタジアム

★

★ ★

宮城県
東京都外の会場周辺観光スポット
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https://www.pref.miyagi.jp/site/kankou/
https://honmarukaikan.com/
https://www.matsushima-kanko.com/
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/22,0,71,271,html


アクアマリンふくしま

磐梯吾妻スカイライン

大内宿

★

福島あづま球場

★

★

★

福島県
東京都

89

吾妻連峰の山並みをぬう、全長約29kmの観光道路です。
吾妻山頂上付近の浄土平には、レストハウスやビジターセ
ンター、天文台があり、近隣の吾妻小富士や湿原の散策な
ども楽しめます。
福島市町庭坂（高湯温泉）〜福島市土湯温泉町
上ノ町付近（土湯温泉）

江戸時代の宿場町で、茅葺き屋根のそば屋、土産物屋、宿も
兼ねた民家が立ち並んでいます。国の重要伝統的建造物群
保存地区に選定され、当時の面影を今に残す町並みを楽し
むことができます。
南会津郡下郷町大字大内字山本
�会津鉄道会津線「湯野上温泉駅」からタクシーで

　約10分
0241-68-3611　

福島の海の特徴である「潮目」をテーマとした水族館です。子
ども体験館「アクアマリンえっぐ」や生き物と触れ合える屋
外施設「蛇の目ビーチ」などもあり、楽しみながら海洋生物な
どについて学ぶことができます。
いわき市小名浜字辰巳町50
�JR常磐線「泉駅」から新常磐交通バス「イオン
モールいわき小名浜」
0246-73-2525　￥有料

福島県

磐梯吾妻スカイライン

大内宿

アクアマリンふくしま

福島あづま球場

「スポーツを楽しむ」や「歴史散策」など、4エリアに区分けされた総合運
動公園内にある野球場で、プロ野球公式戦や高校野球、社会人野球にも
利用されています。

東京からのアクセス
【鉄道】�東京駅―〈新幹線〉→福島駅：約1時間35分〜

会場アクセス �　東北自動車道福島西インターから車で約10分
JR「福島駅」から車で約20分
JR「福島駅」からバスで約30分（福島駅東口バス停佐原行7番
から）

福島市佐原字神事場1

https://www.tif.ne.jp/
https://www.f-kankou.jp/kankou-bandaiazuma-skyline/
http://ouchi-juku.com/
https://www.aquamarine.or.jp/


茨城県東京都
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廃校となった校舎をリノベーションした、自然を体感でき
る体験型農業テーマパークです。施設内には「やきいもファ
クトリーミュージアム」や、新鮮野菜やさつまいもスイーツ
が並ぶファーマーズマルシェもあります。
行方市宇崎1561
�JR鹿島線「潮来駅」から関鉄バス「レイクエコー・白浜少年
自然の家・なめがたファーマーズヴィレッジ中央」
0299-87-1130　￥無料

日本三名園の一つで、1842年、水戸藩主徳川斉昭により造
園されました。約100品種3,000本の梅が植えられ、梅の
名所として知られています。斉昭自ら設計したといわれる
好文亭など、見所満載です。
水戸市常磐町1-3-3
�JR常磐線ほか「水戸駅」から茨城交通バス「偕楽園前」
029-244-5454　￥有料

紀元前660年の創建で関東最古といわれる歴史と、古くから
皇室や将軍家の崇敬を受けてきた由緒ある神社です。深い森
林の中を300m続く奥参道や豊富な湧水をたたえる「御手洗
池」など、神秘的な趣が感じられます。
鹿嶋市宮中2306-1
JR鹿島線「鹿島神宮駅」
029-982-1209

茨城県

らぽっぽ�なめがたファーマーズヴィレッジ

偕楽園

鹿島神宮

茨城カシマスタジアム

プロサッカーチームのホームスタジアムになっている、本格的なサッ
カー専用スタジアムです。天然芝フィールドでスタンドが近く、どこか
らでも観戦しやすくなっています。

東京からのアクセス
【鉄道】�東京駅―〈JR総武線・成田線〉→成田駅―〈JR成田線〉→佐原駅―〈JR

鹿島線〉→鹿島神宮駅：約2時間〜
【高速バス】�東京駅―「鹿島セントラルホテル」、「鹿島神宮駅」経由―「カシマサッ

カースタジアム」：約2時間5分〜

会場アクセス
JR「鹿島神宮駅」から鹿島臨海鉄道に乗り換え�鹿島臨海鉄道「鹿島サッカースタ
ジアム駅」下車�徒歩約2分

らぽっぽ�なめがた
ファーマーズヴィレッジ

偕楽園

鹿島神宮

茨城カシマスタジアム

★
★

★

東京都外の会場周辺観光スポット

鹿嶋市神向寺後山26-2
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https://www.ibarakiguide.jp/
https://www.namegata-fv.jp/
https://www.ibarakiguide.jp/kairakuen.html
http://kashimajingu.jp/


埼玉県 茨城県

神奈川県

東京都
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約1,300年前に開かれた関東最古の寺院です。山全体が境
内となっており、岩を彫刻し建立した「大仏」などがありま
す。山頂にある「地獄のぞき」からは、東京湾や房総半島を
望むことができます。
安房郡鋸南町鋸山
�JR内房線「保田駅」からタクシーで約10分（表参道経由）
0470-55-1103　￥有料

「海の世界との出会い」をコンセプトとした水族館です。海
の王者シャチをはじめ、ベルーガ、イルカ、アシカなどのパ
フォーマンスや、自然環境を再現した約800種の川や海の生
き物たちを展示しています。
鴨川市東町1464-18
JR外房線「安房鴨川駅」から無料送迎バス
04-7093-4803　￥有料

飛行機について、見て触れて体験できる日本初の航空専門
の博物館です。様々な航空機や航空機器などが展示され、
コックピット搭乗体験や大型旅客機のフライトシミュレー
タで空中散歩を楽しむことができます。
山武郡芝山町岩山111-3
��JR成田線ほか「空港第2ビル駅」から成田空港交通
博物館線（バス）「航空科学博物館」
0479-78-0557　￥有料

鋸山�日本寺

鴨川シーワールド

航空科学博物館

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

約21万㎡の広大な敷地に「国際展示場」「国際会議場」「幕張イベント
ホール」で構成される、日本最大級の複合コンベンション施設です。

九十九里浜の南端に位置し、「世界最高レベル」ともいわれる良質な波
を求めて多くのサーファーが訪れる海岸です。

東京からのアクセス
【鉄道】�東京駅―〈JR京葉線〉→

海浜幕張駅：約30分〜

東京からのアクセス
【鉄道】�東京駅―〈JR特急〉→上総一ノ宮駅：

約1時間〜

会場アクセス
JR外房線「上総一ノ宮駅」下車
タクシー利用約10分

会場アクセス
JR京葉線「海浜幕張駅」下車�徒歩約5分
京成バス�幕01「幕張本郷駅」から乗車、「幕
張メッセ中央」下車�徒歩約1分

鴨川シーワールド

鋸山�日本寺

釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ

航空科学博物館
幕張メッセ

★

★
★

幕張メッセ

千葉県
千葉市美浜区中瀬2-1

長生郡一宮町
東浪見6961-1

http://maruchiba.jp/
http://www.nihonji.jp/
http://www.kamogawa-seaworld.jp/
http://www.aeromuseum.or.jp/
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東京都

群馬県

山梨県

茨城県

栃木県

神奈川県
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世界初の公立の「盆栽美術館」です。盆栽の名品・優品をは
じめ、盆栽用の植木鉢「盆器」、鑑賞用の石「水石」、盆栽が
登場する浮世絵など、盆栽に関わる資料を公開しています。
さいたま市北区土呂町2-24-3
�JR宇都宮線「土呂駅」徒歩5分
048-780-2091

￥有料

「小江戸」と呼ばれる、江戸時代の町家の風景を今に残す通り
です。川越のシンボルである「時の鐘」や黒漆喰の壁に重厚な
瓦葺きの建築物が立ち並ぶ町並みを楽しめます。昔なつかし
い駄菓子店が軒を連ねる「菓子屋横丁」もあります。
川越市元町、幸町ほか
西武新宿線「本川越駅」ほか
049-222-5556

古代蓮の里は、6月中旬から8月上旬にかけ、市の天然記念
物「行田蓮」をはじめ、42種類約12万株の蓮が咲くことで知
られます。園内にある高さ50mの展望タワーからは、7月下
旬から見頃を迎える「田んぼアート」を楽しめます。
行田市小針2375-1
JR高崎線行田駅から市内循環バス「古代蓮の里」下車
048-559-0770

￥無料（古代蓮会館は有料）
※蓮の開花期は駐車場有料

さいたま市大宮盆栽美術館

川越�蔵造りの町並み

古代蓮の里と田んぼアート

霞ヶ関カンツリー倶楽部

陸上自衛隊朝霞訓練場

さいたまスーパーアリーナ

埼玉スタジアム2002

緑豊かな武蔵野丘陵に広がるゴルフ場で
す。90年以上の歴史を誇る施設で、1957年
に国内で初めて国際大会が開かれました。

陸上自衛隊朝霞駐屯地に隣接し、射撃の
競技場・練習場として使用されています。
1964年大会でもライフル射撃競技が行わ
れました。

スポーツイベントをはじめ、音楽イベン
ト、展示会など様々な用途に対応した国内
最大級の多目的アリーナです。

アジア最大級のサッカー専用スタジアム
で、国内のサッカー専用競技場としては最
大の約6万4,000人を収容できます。

東京からのアクセス
【鉄道】�上野駅―〈JR高崎線ほか〉→さ

いたま新都心駅：約25分〜

東京からのアクセス
【鉄道】�赤羽岩淵駅―〈埼玉高速鉄道線（東京

メトロ南北線直通）〉→浦和美園駅：
約20分〜

東京からのアクセス
【鉄道】�池袋駅―〈JR埼京線（川越線直通）〉→

笠幡駅：約1時間〜

東京からのアクセス
【鉄道】�池袋駅―〈東武東上線〉→

和光市駅：約12分〜

会場アクセス
JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さ
いたま新都心駅」下車�徒歩約3分
JR埼京線「北与野駅」下車�徒歩約7分

会場アクセス
埼玉高速鉄道「浦和美園駅」下
車�歩行者専用道路(1.2km)徒
歩約15分

会場アクセス
JR川越線「笠幡駅」下車�徒歩
約15分

会場アクセス
東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都
心線「和光市駅」下車�徒歩約30分

埼玉スタジアム2002さいたまスーパーアリーナ

霞ヶ関カンツリー倶楽部

陸上自衛隊朝霞訓練場

古代蓮の里と
田んぼアート

さいたま市
大宮盆栽
美術館

川越�蔵造りの町並み

★

★★

埼玉県
東京都外の会場周辺観光スポット

さいたま市中央区新都心8

さいたま市緑区美園2-1

川越市笠幡3398

東京都練馬区大泉学園町9-4

https://chocotabi-saitama.jp/
https://www.bonsai-art-museum.jp/ja/
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/welcome/kankospot/kurazukurizone/kurazukuri.html
https://www.ikiiki-zaidan.or.jp/kodaihasu/


東京都

山梨県
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江戸末期開港の歴史ある横浜で、港に面して開かれた街で
す。横浜ランドマークタワーや様々なショップ、美術館、ア
ミューズメント施設など見所が満載です。異国情緒のある
街並みや横浜港内クルーズで夜景を楽しめます。
横浜市西区・中区
�みなとみらい線「みなとみらい駅」

鎌倉幕府が開かれた場所で、“古都の香り”を感じられる街
として知られています。散策道では、歴史に触れながら四
季折々の草花を楽しむことができます。鎌倉大仏や鶴岡八
幡宮、長谷寺など、多くの歴史的建造物があります。
鎌倉市雪ノ下、由比ヶ浜、長谷ほか
JR横須賀線ほか「鎌倉駅」

海に突き出た陸続きの小島で、浮世絵にも描かれるなど古
くから観光地として知られています。江島神社、江の島灯
台、江の島岩屋など見所も多く、海越しに富士山の絶景や
夕景を楽しめます。
藤沢市江の島
小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」ほか
0466-22-4141（藤沢市観光協会案内所）

みなとみらい21

鎌倉

江の島

横浜国際総合競技場

横浜スタジアム

江の島ヨットハーバー

国内最大規模の約7万2,000席
の観客を収容できる屋外多目的
競技場で、横浜に拠点を置くプ
ロサッカーチームのホームスタ
ジアムです。

横浜の観光名所、横浜公園内に
ある日本初の多目的スタジアム
で、プロ野球チームのホームグ
ラウンドです。

日本初の競技用ハーバーとして
整備されて以来、多くのヨット
レースが開催されています。

東京からのアクセス
【鉄道】�品川駅―〈JR東海道本線〉

→藤沢駅―〈小田急江ノ
島線〉→片瀬江ノ島駅：約
55分〜

東京からのアクセス
【鉄道】�東京駅―〈新幹線〉→新横浜

駅：約20分〜
品川駅―〈JR京浜東北線・根
岸線〉→東神奈川駅―〈JR横
浜線〉→小机駅：約45分〜

東京からのアクセス
【鉄道】�品川駅―〈JR京浜東北・根岸

線〉→関内駅：約35分〜

会場アクセス
小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」下車�徒
歩約18分
江ノ島電鉄「江ノ島駅」下車�徒歩約21分
湘南モノレール「湘南江の島駅」下車�徒歩
約23分

会場アクセス
JR東海道新幹線、JR横浜線「新横浜
駅」下車�徒歩約14分
横浜市営バス（300系統／仲町台駅
行き）「新横浜駅」から乗車、「日産ス
タジアム前」下車�徒歩約1分

会場アクセス
JR根岸線「関内駅」下車�徒歩約2分

江の島 鎌倉
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江の島ヨットハーバー

横浜スタジアム

横浜国際総合競技場

神奈川県
横浜市港北区小机町3300

横浜市中区横浜公園

藤沢市江の島1-12-2

https://www.kanagawa-kankou.or.jp/
https://www.welcome.city.yokohama.jp/spot/area/area03.php
https://www.trip-kamakura.com/
https://www.fujisawa-kanko.jp/spot/enoshima/


静岡県

山梨県
東京都

静岡県

山梨県
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数多くの温泉地がある伊豆半島の中でも最も歴史ある温泉
街で、ミシュラン2つ星を獲得しています。温泉街の中心
を流れる桂川に沿って歴史ある寺院や温泉宿が建ち並び、
風情ある街並みを楽しめます。
静岡県伊豆市修善寺
�伊豆箱根鉄道「修善寺駅」
0558-72-2501

1964年の東京オリンピック誘致に携わった岸信介元首相
が晩年を過ごした邸宅で、吉田五十八による近代数寄屋
建築が特徴です。和菓子工房も併設された敷地では、四季
折々の表情を見せる和風庭園も楽しめます。
静岡県御殿場市東山1082-1
�ＪＲ御殿場線「御殿場駅」からタクシーで約15分
0550-83-0747　￥有料

清水港と伊豆半島・土肥港を70分で結ぶカーフェリーです。輝
く駿河湾の海岸線から美しい富士山を眺めながら、絶景クルー
ズを楽しめます。※乗船の予約・詳細はホームページを参照
清水港乗り場：静岡県静岡市清水区日の出町10-80

　土肥港乗り場：静岡県伊豆市土肥2920
�JR東海道本線「清水駅」から無料シャトルバス

￥有料

富士五湖で最も大きく、富士山に最も近い湖です。湖面
に映る「逆さ富士」をはじめ、朝夕の風景や富士山の眺望
スポットが数多くあることから、観光地として人気です。
山梨県南都留郡山中湖村
�富士急行大月線ほか「富士山駅」から富士
急行バス「山中湖�旭日丘」
0555-62-3100（山中湖観光協会）

修善寺温泉街

東山旧岸邸

駿河湾フェリー 山中湖

富士スピードウェイ

伊豆ベロドローム

伊豆MTBコース

首都圏に最も近い国際サーキットで、
レース関係者などが利用する最新設備が
導入されています。

屋内型木製走路のある自転車競技場です。
施設名のベロドロームはラテン語で自転
車競技場を意味しています。

全長2,500m、高低差が85mあるマウンテンバイク専用のオフロード
コースです。

東京からのアクセス
【鉄道】�新宿駅―〈小田急ロマンス

カー（御殿場線直通）〉→御
殿場駅：約1時間45分〜

東京からのアクセス（共通）�
【鉄道】�品川駅―〈新幹線〉→三島駅

―〈伊豆箱根鉄道駿豆線〉→
修善寺駅：約1時間50分〜

会場アクセス
JR御殿場線「御殿場駅」からタクシー利用
約20分
JR御殿場線「御殿場駅」から富士急行バス
乗車約25分

会場アクセス（共通）��　
伊豆箱根鉄道「修善寺駅」から新東海バ
ス乗車20分、「サイクルスポーツセン
ター」下車�徒歩約1分

駿河湾フェリー

東山旧岸邸
山中湖

修善寺温泉街

★

★

★

★

富士スピードウェイ

伊豆ベロドローム／伊豆MTBコース

静岡県・山梨県
東京都外の会場周辺観光スポット

静岡県伊豆市大野1826

静岡県伊豆市大野1826

静岡県駿東郡小山町中日向694
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https://www.shuzenji-kankou.com/
https://www.kyu-kishitei.jp/
http://www.yamanakako.gr.jp/
http://hellonavi.jp/index.html
https://www.yamanashi-kankou.jp/index.html
https://www.223-ferry.or.jp/



