
NEWS RELEASE

2022 年 10 月 19 日

首都圏新都市鉄道株式会社

つくばエクスプレス（TX）を運営する首都圏新都市鉄道株式会社（代表取締役社長 柚木 浩一、

本社：東京都千代田区）では、10月 29 日（土）から 11月 6 日（日）までの 9 日間、『TX つくば

道クイズウォーク』を開催いたします。これは、当社が筑波山観光地域の広域化推進を図り、且

つ当社の利用促進を図るため、開催するものです。

クイズウォークは、つくば駅や筑波山麓の北条地区・神郡地区、沼田地区など全 11 箇所にてク

イズを用意し、4 箇所以上のクイズに正解した方には、「参加賞」として先着 1,000 名様に「つく

ば道探検隊の隊員証・TX オリジナルグッズ」1点をプレゼントいたします。

また、クイズウォーク開催期間中の一部で、筑波山麓地域づくり団体連絡協議会主催の「筑波

山麓秋まつり」が筑波山麓周辺で開催されます。「日本の道 100 選」にも選ばれたつくば道、徳川

家光公が整備した歴史ある道に、ご家族やご友人お誘いあわせの上クイズウォークに、是非ご参

加ください。

詳細は、別紙のとおりです。

TX つくば道クイズウォークの PR動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=X22B6UBvJD4

「TXつくば道クイズウォーク」を開催します!!

〜日本の道１００選 江⼾の道「つくば道」を歩こう︕〜



別 紙

『TX つくば道クイズウォーク』の概要

１．イベント名 ：『TX つくば道クイズウォーク』

２．開 催 期 間 ：2022 年 10 月 29 日（土）～2022 年 11 月 6 日（日） 計 9 日間

３．参 加 方 法 ：TX 線全 20 駅のパンフレットラックに設置してある「クイズ帳」をご利用し、

クイズウォークにご参加下さい。また、筑波山麓の秋祭りイベントが掲載され

たパンフレットも合わせてご持参ください。イベントへの参加は無料です。

♦クイズ出題箇所（全 11 箇所） 

このクイズウォークは、TXつくば駅から筑波山観光案内所に向うルートと、筑波山観光

案内所から宮本家住宅に向うルートの 2 つが存在します。クイズ帳の地図を参照の上ご参加

ください。

それぞれのスタート地点とゴール地点となる筑波山観光案内所と宮本家住宅には、「TXつく

ば道クイズウォーク」の関係者が待機しておりますが、途中のチェックポイントでは関係者

がおりません。また、各々のチェックポイントには、クイズポイント№の入った旗（フラッ

グ）が掲げてあり、お手持ちのクイズ帳を参照しご回答ください。

基本的に徒歩でつくば道を移動しますが、つくば道は坂道が多く存在しますので歩きやす

い靴や服装でお越しください。また、スタート地点に向かう際、及びゴール地点から移動す

る際は、それぞれ公共交通機関（バス乗り場）がありますのでご利用ください。

バス時刻表掲載のクイズ帳はこちら

https://www.mir.co.jp/assets/pdf/txQuizWalk202210.pdf

このクイズには、クイズ帳のクイズ欄の回答部分に筆記用具を使用いたします。お持ちで

ない方は 2か所の受付場所（筑波山観光案内所、宮本家住宅）に筆記用具を用意しておりま

すのでご利用ください。

以上、ルールを守ってご参加ください。

①TX つくば駅 ②宮本家住宅 ③北条ふれあい館

④平沢官街遺跡 ⑤普門寺 ⑥石倉 Shiten

⑦筑波山口 ⑧旧・筑波山郵便局 ⑨旧・小林邸ひととき

⑩筑波山神社 ⑪筑波山観光案内所



」

【クイズ出題箇所の由来】

①TX つくば駅

つくばエクスプレスの 20番目の駅で、茨城県では唯一の地下駅です。

②宮本家住宅

江戸時代末期の「みせぐら」で、醤油の醸造・販売を行っていた老舗。2003 年に国登録有形文

化財に指定されました。

③北條ふれあい館

ここはかつての田村呉服店、田村家は筑波山麓、西山地区の出身です。現当主の祖父母の時代、

明治期に北條に居を構え、大八車での行商を経て大正末期にいまの場所で呉服店を開業しまし

た。2015 年に国登録有形文化財に指定されました。

④平沢官衙遺跡（ひらさわかんがいせき）

地方官衙の代表的遺跡です。建物跡、大溝跡、柵列跡は出土遺物や方位、あるいは古墳時代後

期の竪穴住居跡（25 軒）を壊して作られていることから、奈良・平安時代の 8～11 世紀に造営

されたもの考えられます。昭和 55年（1980 年）に国史跡に指定されました。

⑤普門寺（ふもんじ）

普門寺は鎌倉時代末、元享年間（1321～1324 年）、筑波山麓一帯で布教活動を続けていた乗海大

和尚によって開創された真言宗豊山派の寺院であり、常陸の豪族小田家の祈願寺です。

⑥石倉 Shiten（いしぐら）

神郡は米作りや瓦作りで栄えた町です。昭和 27 年（1952 年）に建設と言われる大谷石作りの米

倉が特徴で、柱が印象的です。

⑦筑波山口

茨城県土浦市と岩瀬町（現・桜川市）を結んでいた筑波鉄道筑波線の主要駅の一つであり、営

業当時は筑波山の玄関口として観光客で賑わっていました。現在も、バス乗り場として利用さ

れています。

⑧旧・筑波山郵便局

昭和 14 年 9 月に建てられ、昭和 50 年に郵便局を引退しました。いまでは、古民家とて親しま

れ、絵はがき作成イベントなどが開催されます。

⑨旧・小林邸ひととき

「旧・小林邸ひととき」は、明治 25年の商家造りの由緒ある建築を受け継ぐ江戸時代から続く

米問屋で、明治時代に筑波山のケーブルカーや筑波鉄道の開通に尽力したという実業家。その

築 120 年以上という旧小林邸が、リノベーションされた筑波山中腹にある交流型ワーケーショ

ン施設です。

⑩筑波山神社

筑波山神社は三千年以上の信仰の歴史を持つ霊峰「筑波山」を御神体と仰ぐ古社で、境内は中

腹の拝殿より山頂を含む 370ha におよび、山頂よりの眺望は関東一円におよびます。

高く尊い御神徳により、年間を通じて多くの方が参拝に訪れます。

⑪筑波山観光案内所

2022 年にリニューアルオープンした筑波山観光案内所、物産品の販売、筑波山地域ジオパーク

の展示も行っており、また建物は、新しく公衆トイレを完備し、全体に木材を使用して、ガラ

ス張りで解放感ある空間を演出しております。木の温もりと暖かな日差し、美しい麓の風景を

お楽しみいただけます。



４．賞 品 ：ゴール地点の「筑波山観光案内所・宮本家住宅」にて、クイズを 4 箇所以

上正解した方に『参加賞』及び『TX 賞』（条件付き※）、また、11 箇所全

てのクイズに正解した方には『コンプリート賞（全制覇賞）』として、素敵

な賞品をプレゼントいたします。

(1)クイズ４箇所正解者

①【参加賞】つくば道探検隊の隊員証（先着 1,000 名様）

②【TX 賞】 TX オリジナルグッズ（先着 1,000 名様）

※（TX 賞の獲得条件）

クイズの正解が 4 箇所以上あり、且つクイズ回答箇所の中に「つくば駅」

の出題をクリアしている方においては、TX オリジナルグッズをさらに 1

点進呈いたします。

(2)クイズ全 11 箇所正解者（先着 50 名様）

【コンプリート（全制覇）賞】クイズ出題全 11箇所のクイズに正解した方、

先着 50 名様に、つくば道探検隊の隊長証及び TXグッズ１点と地元ならでの

賞品を組み合わせた地産品をプレゼントいたします。

リニューアルされた

筑波山観光案内所

神郡の街並み

（つくば道）

【クイズウォーク詳細MAP】



【主なコンプリート賞の地産品プレゼント内容】

○松屋製麺所

・松屋らーめんセット（2食入り）

○café 日升庵         

・メレンゲクッキー2種セット

○カフェ ポステン

・コーヒー豆（ストレートブレンド）

○釜焚きおにぎり 筑波山縁むすび

・常陸小田米（2合）

○稲葉酒造

・男女川（みなのがわ）しぼりたて純米吟醸（720ml）

○釜揚うどん店あおやま

・釜揚うどん（小・太麺） 無料券

※上記の地産品 6 点全てがプレゼントされるわけではありません。この中からランダムで 1 点プレゼ

ントいたします。

つくばにゆかりのある地産品（サンプル写真）



５．協 賛 店：♦平日限定その場でクーポン協賛店 

平日は、地元のお祭りによるイベント開催がありませんが、筑波山麓の風

景を楽しみながら、ご当地の味を堪能できるお店で素敵な時間をお過ごしく

ださい。平日に特化し、いつもと違ったサービスを用意しております。

【協賛店舗一覧(6店)・サービス内容】

松屋製麺所（沼田）

かつての土産物店を改装し

たラーメンの製麺所。店内の

試食用ラーメン（有料）は、

人気で売れ切れ次第終了。

https://matsuyaseimenjo.co.jp/

café 日升庵（筑波） 

牛肉100％のパティと地場産の野

菜、ライ麦のバンズで作るハンバー

ガーがオススメ!!

http://nisyouan.com/

カフェ ポステン（北条）

国登録有形文化財の昭和初期の郵便

局を使った自家焙煎のカフェ。手づく

りパンをはじめ地場の食材を使ったラ

ンチやスイーツも。

https://www.cafe-posten.com/

飲食された方に、思い出のオリジナル

コースタ―を 1枚プレゼント

ご自宅用らーめんセットお買い上げ1

組につきメンマ１パックプレゼント

1,100 円（税込み）以上ご利用のお客

様に焼き菓子をサービス



稲葉酒造（筑波）

江戸時代から続く酒蔵。酒蔵の裏山

から湧き出す湧き水を仕込水にし、男

女川、すてらなどの日本酒を醸造。

酒蔵カフェ（要予約）併設。

https://www.minanogawa.jp/

筑波山おにぎり 縁むすび（筑波）

山麓のブランド米「常陸小田米」を

使ったおにぎりの数々、米を使ったあ

られ、バウムクーヘンなども人気です。

https://odamai.com/enmusubi/

釜揚うどんの店 あおやま（北条）

関西で修業を積んだ店主が打つうどんを中

心としたお店。趣きのある店蔵に広がる出汁の

香りがおいしさを引き立てる。

https://mobile.twitter.com

1,100 円（税込み）以上お買い上げの

方に。筑波山の梅酒に付け込んだ梅

の実プレゼント

550円（税込み）以上お買い上げのお

客様に塩むすび1個サービス

新型コロナウイルス感染症 注意喚起

現在、新型コロナウイルス感染症に対して行動制限はありませんが、引き続き一人一人が対策を行うなど、注意して行

動するように心掛けてご参加下さい。

うどんを注文していただいた方に店

内で召し上っていただける白ごはん

一杯サービス


