
「敦盛桜」へは山陽電車で
路線図　「阪神梅田駅」から「須磨浦公園駅」まで直通特急（山陽須磨で乗換）で約60分！
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春は山陽電車で花見に行こう。～昼も、夜も。～

今年は夜も
「須磨浦公園駅」に
直通特急が臨時停車

＜お知らせ＞報道関係各位



　山陽電気鉄道株式会社（本社：神戸市長田区　代表取締役社長：上門一裕）では、今年も桜の

季節に須磨浦山上遊園・須磨浦公園・須磨寺・須磨離宮公園の須磨周辺の桜を須磨浦に所縁の

深い平 敦盛（たいらのあつもり）にちなみ「敦盛桜」と名付け、今年で4回目となる桜のイベント

「敦盛桜」をつぎの要領で開催いたします。

　桜の開花期間中は、瀬戸内海を望む桜の名所である須磨浦公園ならではの桜と海のコラボレ

ーションや3年目を迎えるライトアップと夜桜もお楽しみいただけます。また、例年ご好評の須磨

地区の桜の名所を回遊する「須磨さくらめぐりバス」（無料バス）も運行いたします。

神戸　須磨　桜の響宴
～須磨浦・須磨寺・須磨離宮～

春は山陽電車で花見に行こう。～昼も、夜も。～

　須磨周辺には源平の史跡が多数あり、中でも当社
の須磨浦山上遊園は、“源平一ノ谷の合戦の地”とし
て知られています。平家の貴公子であり、笛の名手
でもあった若武者「平 敦盛」(平 清盛の甥）は、
“源平一ノ谷の合戦”で、この須磨浦の地で源氏の荒
武者熊谷次郎直実（くまがいじろうなおざね）に首
を討たれ、わずか16歳で平家の誇りを胸に須磨の
海に散っていきました。
　その儚くも美しい、桜のごとき生き様になぞらえ
て、須磨の桜を「敦盛桜」と名づけることにいたし
ました。



（２）「須磨浦公園」

（３）「須磨寺」

（４）「須磨寺前商店街」

（５）「神戸市立須磨離宮公園」

海と桜のコラボレーション 須磨浦公園西エリアの桜

須磨浦ロープウェイ

平 敦盛が見上げ、源 義経がその谷を駆け降りた

須磨浦山上。歴史の舞台で、桜と大パノラマビューの

響宴が楽しめます。

神戸市の「花の名所50選」にも選ばれて

いる桜の名所。瀬戸内海を望む園内には

ソメイヨシノをはじめヤマザクラなどの

桜が咲き誇ります。

●アクセス　「須磨浦公園駅」～ロープウェイ～カーレーター～観光リフト

●営業時間　10：00～18：00※3月は17：30まで

●アクセス　「須磨浦公園駅」下車すぐ

境内ライトアップ
3月28日（土）～4月9日（木） 18：00～21：00

皇室の別荘であった「武庫離宮」跡に造られており、当時の遺構が数多

く残っています。四季の風景や温室植物が楽しめる植物園などがあり、

「シダレザクラ」をはじめ、10種類の趣の異なる様々な桜が約2ヶ月に

渡って桜のリレーを織りなします。

3月28日（土）～4月9日（木） 商店街にも灯ろうが設置されます。

真言宗須磨寺派の大本山。本尊の聖観世音菩薩をはじめ、平

敦盛遺愛の「青葉の笛」や弁慶の鐘、敦盛首塚、義経腰掛の松

など、源平ゆかりの史跡が多く存在します。境内には「源平の

庭」が作られ、平敦盛と熊谷次郎直実の一騎討ちの場面を実

物大のモニュメントで再現しています。「源平の庭」と桜のコラ

ボレーションが美しいです。

駅から須磨寺へ続く参道沿いの門前商店街。昔ながらの風情あふれる和菓

子屋やカフェ、寿司店が軒を連ねています。

１．敦盛桜 施設情報

3月30日（月）～4月8日（水）は20：00までロープウェイ営業延長※観光リフトは除く

（１）「須磨浦山上遊園」
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■会　　期　須 磨 浦 公 園／3月28日(土)～4月9日(木) 13日間 18：00～21：00

■会　　場　須磨浦公園西エリア・須磨浦山上遊園

■今年のポイント
昨年より灯体数を増やし、よりライトアップをグレードアップ。さらに、シンボルイルミネーションの
導入など演出面も充実します。夜桜やイルミネーションを楽しみながら春の宵を過ごせます。

■内　　容 夜は須磨浦公園西エリア一帯の桜と須磨浦山上遊園の桜がライトアップします。
西エリア一帯では坂道、松林、展望台、桜並木とバラエティ豊かなコースの中で、
様々なライトアップとイルミネーション演出で昼間とは違う美しい夜桜の風情が
感じられます。

※桜の開花状況に合わせて、予告なくライトアップ内容を変更または開催を終了する場合があります。

※荒天の場合、中止になる場合があります。 ※開催状況に関しては山陽電車ホームページをご覧ください。

２．須磨浦 夜桜 ライトアップ

須磨浦山上遊園／3月30日(月)～4月8日(水) 10日間 ロープウェイを20：00まで営業延長

ウェルカムイルミネーション

須磨浦山上遊園からの夜景

●アクセス 「須磨浦公園駅」下車すぐ

花灯り門 天空の灯り

敦盛桜灯りのイリュージョン 桜並木道 桜七変化

花回廊
※2014年実施写真

※観光リフト除く
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敦盛桜花灯り会場図

1 2 3 4 5

展望台を過ぎると両脇に灯り
が浮かび上がる美しい桜並
木のライトアップ。

7

桜の一部を特殊照明でライト
アップ。次 と々色が変わる幻
想的な夜桜は敦盛桜花灯り
の人気スポット。

9

桜並木を抜けたその先にクラ
イマックスゾーン花回廊への
入り口「灯り橋」が登場。

10

広大な海を背景に圧倒的な
迫力で迫る桜の波。まさに、敦
盛桜花灯りのクライマックス
にふさわしい凛とした美しさ。

11

松林の中に色彩とイルミネー
ションが交錯する不思議な灯
りの世界。眺めるもよし、その
世界に踏み込むもよし。

6

駅前の松と芝生ステージにて
幻想的なホタルイルミネーショ
ンでお出迎え。

花灯りへの入り口は高さ５ｍ
の和モダンな灯りの門。この
門をくぐれば美しい敦盛桜夜
桜の世界がひろがる。

敦盛橋を過ぎると約60mの
坂道の石垣がライトアップさ
れ、昼間とは全く違う表情を見
せます。

奥行きを感じる灯りで坂道の
樹木をライトアップ。頭上に広
がる様はまさに天空の灯り。

花灯り門から展望台まで足下
を柔らかな灯りで照らし、桜並
木道まで導きます。

ウェルカム
ライトアップ 花灯り門

坂道の
石垣照明 天空の灯り 敦盛灯桜

（あつもり・とうろう）

桜並木道 桜七変化 灯り橋 花回廊
敦盛桜 灯りの
イリュージョン

刻 と々色が変わるシンボルイ
ルミネーション。幻想的な灯
りはさらに花灯りを盛り上げ
ます。

8
シンボル
イルミネーション

ライトアップ紹介



運行日：3月28日（土）～4月8日（水）

臨時停車日：3月28日（土）～4月９日（木）

開催日時：4月4日（土）　11：00～17：00

福寿・大黒正宗・空蔵・仙介・道灌

開設期間(予定)：3月27日(金)～4月12日(日)

平日の夜間・土日の昼間・夜間は乗り換えなしで、
たいへん便利!

３．須磨さくらめぐりバス

４．今年は夜も「須磨浦公園駅」に直通特急が臨時停車

５．神戸地元酒まつり

６．敦盛桜専用サイト

※桜の開花状況により、変更する場合があります。

※桜の開花状況により、臨時停車日時の変更あり

■停車時間　平　日17：30～20：00
　　　　　　土・日10：00～20：00

桜と山陽電車と須磨浦公園駅

有料試飲／1杯200円

※小雨決行・雨天中止

須磨さくらめぐりワードラリーを開催！
◎ 応募期間：須磨さくらめぐりバス運行期間

須磨さくらめぐりバスが巡る施設にパネル表示されたワード（1文字）3個以上
を集めてご応募ください。抽選で素敵な賞品をプレゼント！応募用紙は須磨
浦ロープウェイ山麓駅、須磨離宮公園、須磨寺境内などに設置。
◯神戸市公園緑化協会／TEL.078-795-5533（9：00～17：00、土・日・祝は除く）問
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http://atsumorizakura.com/ (予定)

須磨浦公園駅



7．敦盛桜オリジナル商品販売
「春を持って帰ろう！」を合言葉に今年もこの時期だけの敦盛桜オリジナル商品を販売します。

敦盛桜
さくらパウンドケーキ 600円

敦盛桜
さくらロールケーキ 600円

さくらあんを練りこんだ薄紅色の生地に

甘酸っぱいサクランボをのせて

焼き上げた、もちっと食感のケーキです。

口の中に春の香りが広がります。

2年連続人気№1のお土産です。

カステラ風ロール生地に、

あっさりとした甘さの

“さくらあん”をたっぷり

巻きました。

和と洋の優しいハーモニーを

お楽しみください。

敦盛桜
さくらカップケーキ（4個入） ５00円

さくらあんを練りこんだ

薄紅色の生地に桜の花びらの

塩漬けをのせてふんわり焼いた

しっとり食感のカップケーキです。

個包装なので分けやすくお子様にも

食べやすい春らしいスイーツです。

敦盛桜
さくらシュトーレン 1,300円

ドイツでは、クリスマスを待つお菓子

“シュトレーン”。さくらのジュレ、

アーモンド、ラム酒漬けのミックスフルー

ツをふんだんに練り込み、香り高い

「春を待つシュトーレン」にアレンジして

仕上げました。

ノーベル賞晩餐会でも振舞われた

名酒「福寿」が「敦盛桜」と

銘打って登場。

名水百選「宮水」で仕込まれた

純米吟醸酒ならではの

気品ある香りとふくよかな

味わいが特徴の一品です。

満開の桜をイメージするような

桜色のロゼワイン「ATSUMORI

ZAKURA」。最高級品種

カベルネ・ソーヴィニヨンや

メルロなどのぶどうを使用し、

芳醇な香りと淡い渋みが特徴です。

今春にてロゼワインは販売終了と

なります。

日本酒「敦盛桜」
（純米吟醸）（720ｍｌ） 1,800円

ワイン「ATSUMORI ZAKURA」
ロゼ（360ｍｌ） 800円

限定
50本

トレインケーキ「山陽電車」5030系・3000系・復刻版3000系　　　　　　　　　
はたらく じどうしゃケーキ「山陽バス」　 各650円

※価格はすべて税込です。※すべて数量限定販売のため売り切れとなり次第販売終了となります。

販売期間／3月28日（土）～4月12日（日）
販売場所／須磨浦山上遊園売店（須磨浦公園駅改札横）※一部商品は板宿駅・山陽須磨駅で取り扱いしております。

山陽電車と山陽バスがケーキになって登場！！　

この期間限定の販売です！味にもしっかりとこだわって

パティシエが作ったショートケーキを電車やバスのムースで包み

ました！　子供達の笑顔があふれる夢のケーキ。今年は復刻版の

3000系もラインナップに加わりました。
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＜資料提供先＞　青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、兵庫県政記者クラブ、神戸市政記者クラブ、

　　　　　　　　神戸民放記者クラブ、神戸経済記者クラブ、明石市政記者クラブ、姫路市政記者クラブ

＜イベントに関する内容＞　山陽電気鉄道株式会社　鉄道営業部　営業課  　 078-940-5132

＜「須磨さくらめぐりバス」および「敦盛桜オリジナル商品」に関する内容＞

　　山陽電気鉄道株式会社　開発事業本部(須磨浦担当) 　 078-612-2148

お問い合わせ


