瑠璃光・葉渡莉がお勧めする
加賀近郊のお花見スポット
2017
Cherry Blossoms viewing spots
around Kaga area in 2017

金沢城・兼六園

Kanazawa castle Park & Kenroku-en
兼六園
見頃

4 月上旬〜中旬

開園時間

7:00 〜 18:00. ライトアップ 18:00 〜 21:30※観桜期の 1 週間のみ

入場料

大人 310 円

アクセス

石川県金沢市 ( 当館より車で約 1 時間）

子供 100 円※ライトアップ期間中は入場無料

「金沢駅」より路線バスで「兼六園」下車

Kenrokuen
Cherry blossom viewing Early to mid April
Hours: 7:00 〜 18:00
illumination: 18:00 to 21:30
※Open for 1 week only for cherry blossom viewing
Price: Adult 310 yen Child 100 yen
※Free park entry during the light-up period
Access: In Kanazawa city, Ishikawa prefecture
(About 1 hour. By car from Rurikoh）
From Kanazawa station, take a bus and get off at
Kenrokuen-shita bus stop.

大聖寺川流し舟 Ride a Boat in Daishoji
見頃

4 月初旬〜中旬

TEL

0761-72-6662

運行

9:00、10:00、11:00、13:00、
14:00、15:00 各 45 分コース

※午後の便は予約運航。午前の便も事前に
電話で空き状況をご確認ください
定休日

火曜日、水曜日

※祝祭日および花見シーズンは休まず営業
料金

大人 2,000 円

アクセス

加賀市大聖寺

小学生 1,000 円

Cherry blossom viewing: Early to mid April
TEL: 0761-72-6662
Starting time: 9:00,10:00,11:00,13:00,14:00,15:00
※Please call in advance to confirm to availability
Closed: Tuesday, Wednesday
※Trips operating non-stop on holidays throught cherry
blossom Hanami season
Price: Adults 2,000yen Children 12 and under 1,000 yen
Access: In Kaga city, Ishikawa prefecture (About 15 min
by car from Rurikoh)
Take the CANBUS to Boats, Kyuya and Choryu-tei
bus stop.

( 当館より車で約 15 分）
キャンバス「船と久弥と長流亭」下車

小松芦城公園 Rojo Park

竹田の里 Takeda

見頃

4 月上旬〜中旬

見頃

アクセス

小松市丸の内公園町

ライトアップ

（当館から車で約 25 分）
JR 小松駅下車徒歩約 15 分
Cherry blossom viewing: Early to mid April
Access: In Marunouchi park, Komatsu city
(About 25 min by car from Rurikoh)
From Komatsu station, about 15 min by walk

アクセス

4 月中旬〜下旬
日没〜 21:30

福井県坂井市

（当館から車で約 25 分）
Cherry blossom viewing: Early to end of April
Access: In Sakai city, Fukui prefecture
(About 25 min by car from Rurikoh)

お出掛けはレンタカーで
EV レンタカー
Electric Rental Car
3,000 円 /3 時間
3,000 yen /3 hours
（延長 1,000 円 /1 時間） （Extension charge1,000 yen / 1 hour）
Please make a reservation at the front desk in advance.
受付 フロント

