


Flower village 花夢の里
西日本最大級45万株の色鮮やかな“芝桜”と100万本の「ネモフィラ」の花の丘を鑑賞いただけます。
2022年より新たに2つの花の季節がスタートし、初夏には100品種3,500株の「紫陽花」と色鮮やかな「タチアオイの
丘」に続きさわやかなグリーンカラーの「コキア」と天上の青の別名を持つ「朝顔」の丘が始まります。

■住 所：広島県世羅郡世羅町上津田3-3 ■アクセス：尾道松江道世羅ICより40分、山陽自動車道河内ICより40分

■営業時間：9：00～18：00（最終入園17：00） ■入 園 料 ：大人1,000円/小人500円 15名以上で1割引

■イベント 所要時間：60分～90分 駐車場：大型40台

①芝桜とネモフィラの丘（4月1日～5月16日） 見頃予想：4月10日～ゴールデンウィーク

“新素材”②紫陽花とタチアオイの丘 6月11日～7月10日 見頃予想：6月10日頃～7月10日頃
“新素材”③コキアと朝顔の丘 7月30日～8月28日 見頃予想：8月上旬～8月下旬

■お問合せ ☎0847-39-1734 担当：金光谷（かねみつや）

そらの花畑せら高原花の森
中国地方初となる135品種7,200株のイングリッシュロー
ズを中心とした広大なバラの花畑です。
世羅町で最も高い標高の空に抜ける美しいロケーションで、
バラに包まれた特別な時間をお楽しみください。

■住 所：広島県世羅郡世羅町大字戸張空口1405

■アクセス

尾道松江道世羅ICより20分、山陽自動車道河内ICより50分

■営業時間：9：00～18：00（最終入園17：00）

■入 園 料 ：大人1,000円 /小人500円 15名以上で1割引

■イベント 所要時間：60分～90分 駐車場：大型6台

初夏のローズフェスタ 5月下旬～7月中旬
見頃予想：5月中旬～6月下旬

■お問合せ ☎0847-29-0122 担当：矢山

※天候等により開園状況が変動する場合があります



世羅高原農場
園内総面積約15万㎡という広大な敷地の中、春はしだれ桜、75万球のチューリップ、夏は110万本のひまわり、秋は
7,500株のダリアと12,000株のガーデンマムが咲き誇る花観光農園です。毎年変わるデザインなので何度訪れてもお楽し
みいただけます。

■住 所：広島県世羅郡世羅町別迫1124-11

■アクセス：尾道松江道世羅ICより15分、山陽自動車道河内ICより45分

■営業時間：9：00～18：00（最終入園17：00） ■入 園 料 ：大人1,000円/小人500円 15名以上で1割引

■イベント 所要時間：60分～90分 駐車場：大型40台

①さくら祭り（3月下旬～4月中旬）見頃予想：4月上旬～4月中旬

②チューリップ祭（4月中旬～5月中旬）見頃予想：4月20日頃～ゴールデンウィーク

■お問合せ ☎0847-24-0014

せらふじ園
樹齢約50年の千本ふじと昇りふじの異名を持つルピナス。
色とりどりの花々と甘い香りが漂う妖艶な園内は、まさに息
をのむ美しさです。

■住 所：広島県世羅郡世羅町安田478-82

■アクセス

尾道松江道世羅ICより15分、山陽自動車道河内ICより45分

■営業時間：9：00～18：00（最終入園17：00）

■入 園 料 ：大人800円/小人400円 15名以上で1割引

■イベント 所要時間：60分～90分 駐車場：大型2台

ふじまつり（5月1日～5月22日）
見頃予想：ゴールデンウィーク～5月22日頃

■お問合せ ☎0847-22-0020 担当：山名

※天候等により開園状況が変動する場合があります

2021年より
リニューアルオープンしました



花の駅せら
春から秋にかけて様々な花が鑑賞でき、春は日本最大級ビオ
ラの花絵、夏から秋はサルビアで描く花絵やコスモスを鑑賞
いただけます。丘の上から見る花絵は絶景です。多数のフォ
トスポットもあり、思う存分写真を撮ってください。

■住 所 広島県世羅郡世羅町黒渕権現山413-20

■アクセス

尾道松江道世羅ICより20分、山陽自動車道河内ICより40分

■営業時間：9：00～17：00

■入 園 料 ：大人800円/小人400円 15名以上で1割引

■イベント 所要時間60分～90分 駐車場：大型5台

①春の花まつり（4月9日～6月12日）
見頃予想：4月20日頃～5月20日頃
②夏の花まつり（7月16日～8月28日）
見頃予想：7月20日頃～8月28日頃

■お問合せ ☎0847-27-1555 担当：大畠

世羅甲山ふれあいの里
全国屈指のしだれ桜の並木道を抜けるとソメイヨシノがあり
様々な桜が楽しめます。
園内には大型の広場があり、おもいっきり遊ぶことができま
す。その他、特産品販売エリアも充実しています。

■住 所：広島県世羅郡世羅町小谷1049-10

■アクセス

尾道松江道世羅ICより15分、山陽自動車道河内ICより45分

■営業時間：9：00～17：00 ライトアップ時は20：00

■入 園 料 ：大人800円/小人400円 20名以上で2割引

■イベント 所要時間：60分～90分 駐車場：大型15台

①さくら祭り（3月下旬～4月下旬）

見頃予想：4月初旬～4月中旬

■お問合せ ☎0847-24-1188 担当：広江

香山ラベンダーの丘
春は、アイスランドポピーやネモフィラ、初夏はラベンダー
秋はコスモスの花が園内に咲き誇ります。また、8月にはブ
ルーベリーの摘み取りもおこなっています。

■住 所：広島県世羅郡世羅町別迫794-9

■アクセス

尾道松江道世羅ICより20分、山陽自動車道河内ICより50分

■営業時間：9：00～17：00

■入 園 料 ：大人 700円 /小人300円 15名以上で1割引

■イベント 所要時間 60分～90分 駐車場：大型10台

①ポピーフェスタ（4月中旬～5月下旬）

見頃予想：4月25日頃～5月20日頃

②ラベンダーフェスタ（6月中旬～7月下旬）

見頃予想：6月25日頃～7月15日頃

■お問合せ ☎0847-24-1108 担当：黒瀬

※天候等により開園状況が変動する場合があります



世羅幸水農園
■見 所

東京ドーム13個分という日本最大級の栽培面積を誇る果樹
農園。梨をはじめ、ぶどう、イチゴ、りんごなどを生産して
います。果物狩りと共に直売所「ビルネ・ラーデン」では、
とれたての果物をはじめ、新鮮な野菜や米などを販売してい
ます。

■住 所
〒722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷365-24

■アクセス

尾道松江道世羅ICより15分、山陽自動車道河内ICより40分

■駐 車 場 普通車100台 大型車5台

■イベント

果樹の生育状況等に応じて変動する場合があります。
①梨 狩 り（8月中旬～９月下旬）
②ぶどう狩り（９月上旬～9月下旬）

■所要時間 60分

■料金・予約

【梨 狩 り】中学生以上 1,100円、4歳以上 600円
【ぶどう狩り】中学生以上 1,300円、4歳以上 800円
（予 約）団体バスでお越しの際は、ご連絡ください

■申込・お問い合わせ ☎0847-25-0174

農事組合法人世羅幸水農園 担当：光元（みつもと）

世羅大豊農園
■見 所

標高450mに広がる40haの広大な敷地内でJGAP認証を受
けた農園管理の下で安心・安全に育てられたフルーツ。秋
には愛情たっぷり注いだ梨とブドウをお届けします。
また、直売所「山の駅」では梨とブドウはもちろん新鮮野
菜や加工品の販売も行っています。

■住 所
〒722-1204 広島県世羅郡世羅町京丸10804-1

■アクセス

尾道松江道世羅ICより20分、山陽自動車道河内ICより40分

■駐 車 場 普通車400台 大型車 駐車場有（無料）

■イベント

果樹の生育状況等に応じて変動する場合があります。
①梨 狩 り（8月中旬～9月下旬）
②ぶどう狩り（9月上旬～9月下旬）

■所要時間 ６０分

■料金・予約 20名以上の団体1割引き※要予約
【ぶどう狩り】１時間食べ放題 ※ネット予約のみ受付
中学生以上：1,200円、4歳以上：600円

■申込・お問い合わせ ☎0847-27-0231
農事組合法人世羅大豊農園 担当：上田

世羅向井農園
■見 所

完熟した甘いリンゴ狩りやぶどう狩りを存分に楽しむことが
できます。
果樹地は、開園当初より29年間1度も除草剤を使用せず管
理し、安心・安全でおいしい果物づくりにこだわり続けてい
ます。

■住 所
〒722-1202 広島県世羅郡世羅町安田417-6

■アクセス

尾道松江道世羅ICより30分、山陽自動車道河内ICより40分

■駐 車 場 普通車100台 大型車は、誘導いたします。

■イベント

果樹の生育状況等に応じて時期が変動する場合があります。
①リンゴ狩り（9月中旬～10月下旬）
②ぶどう狩り（8月下旬～10月下旬）

■所要時間 60分

■料金・予約 ※大人は中学生以上、幼児は3歳以上
【リンゴ狩り】大人800円、小学生600円、幼児400円
【ぶどう狩り】大人1,300円、小学生1,100円、幼児600円

■申込・お問い合わせ ☎0847-22-3275
有限会社世羅向井農園 向井（むかい）

※2020年の情報をもとに作成しています。詳しくは、各農園にご連絡をお願いいたします。

世羅高原が育んだ果物



道の駅世羅

■PRポイント
産直機能はもちろんのこと、情報発信に力を入
れ、店内にインフォメーションカウンターを設
置ており、観光コンシェルジュが旬な情報をお
届けします。お土産も多数取り揃えています。

■住 所 〒729-3302
広島県世羅郡世羅町川尻2402-1
■アクセス 尾道松江道 世羅ICより約1分

山陽自動車道 河内ICより約45分
■駐 車 場 大型車10台 ■所要時間 約20分
■お問合せ ☎0847-22-4400

■オススメ商品

道の駅世羅オリジナルブレンドコーヒー HOT/ICE  250円～

フルーティーな香りと味をお楽しみください！

せら梨ソフト、トマトソフト 各400円

さっぱりとした甘みが特徴の世羅産「梨」を使用
したせら梨ソフトクリーム。夏から秋にかけては
トマトソフトクリームもオススメ。

季節のとれたて野菜や世羅米

寒暖差が激しく、農産物の育成に適した世羅町産
の新鮮野菜はいかがですか。また、町内の米農家
が真心こめて作った世羅米も多数取り揃えています。

世羅韋駄天まんじゅう 5個入880円、12個入1,890円

世羅産大豆の「こがしきな粉」入りのミルク餡に黒糖蜜を
閉じ込めモチモチ食感の皮で包んでいます！

一杯の世羅 各500円

地元産100%のぶどうを使用したせらワインでボトル
売りのみではなくグラスワイン１杯分をパウチパック
にした手軽に、飲みやすく、お土産に適した一品。

おいしいパンも勢ぞろい！

世羅町内でも大人気のおへそカフェ&ベーカリーの手作りパンや毎日争奪戦の小林商店のラ
ウンドパンなど多数のパンが勢ぞろい！※パンの種類によって冬季は出荷されません。

世羅町のことなら世羅町観光協会へ
H P https://seranan.jp/
Facebook https://www.facebook.com/seranan.jp
Instagram https://www.instagram.com/seranan.jp/

せらワイナリー

●PRポイント
せらワイナリーは、世羅産ぶどうを使うワイナリー・ワインショップ・レストラン・夢高
原市場・足湯館・ミニSLなどが楽しめます。
せらワイナリーの直売所としてワインはもちろん、せらワインを使用したお菓子なども販
売しています。
ワイナリーレストランでは、世羅産の食材をたっぷり使った料理をおいしいワインととも
にお召し上がりいただけます。
また、同エリアにある夢高原市場では、新鮮な野菜や果物など、世羅高原の特産品を販売
しています。

■住 所 〒722-1732 広島県世羅郡世羅町黒渕518番地1

■アクセス 尾道松江道 世羅ICより約30分、山陽自動車道 河内ICより約40分

■駐 車 場 大型車20台（無料）

■所要時間 約30分～120分

■料 金 団体様用メニューをご準備しています。お気軽にお問合わせください。

■予 約 ■要（団体バスでお越しの際は、ご連絡ください）

■お問合せ ☎0847-25-4300 担当：平田

■オススメ
■世羅みのり牛を満足いくまで食べられるバーベキュー
コース、世羅産の食材を使用した和膳などをお召し上が
りいただけます。
屋内席 80席（内48席BBQ可能席）
屋外席 150席（屋根あり・雨天利用可能）

https://seranan.jp/
https://www.facebook.com/seranan.jp
https://www.instagram.com/seranan.jp/




せらワイナリーレストラン 料理旅館 玉乃家 すずらんホテル木原

住所：世羅郡世羅町黒渕518-1
電話：0847-25-4300
ジャンル：洋食・和食
予算：1,500円～
席数：250名

住所：世羅郡世羅町本郷25-2
電話：0847-22-1161
ジャンル：和食
予算：1,620円～
席数：50名（通常100名）

住所：世羅郡世羅町西上原427-6
電話：0847-22-0160
ジャンル：洋食・和食
予算：1,100円～
席数：30名（通常40名）

レストランタイニー 季節料理 山福 弁当積込みサービス

住所：世羅郡世羅町西上原483-3
電話：0847-22-0322
ジャンル：洋食・和食
予算：1,000円～
席数：40名

住所：世羅郡世羅町本郷693-2
電話：0847-22-0219
ジャンル：和食
予算：要相談
席数：20名（通常40名）

町内にある飲食店を当駅が取りまとめ、世羅
町の食材を使用したお弁当を提供します！
発注から積込まで当駅にお任せください。
詳しくは、世羅町観光協会（0847-22-
4400）までお問い合わせください。



コース名 ①花のまち世羅町でお花見ツアー

ポイント
・Flower village花夢の里芝桜とネモフィラの花畑を満喫
・園内で昼食をしながらビオラの花で広大な敷地に描く花満喫
・日本最大300品種75万本のチューリップを満喫
・世羅町内の特産品が集まる道の駅でお買物

所要時間 6時間30分

設定期間 4月中旬～5月上旬

===10：00～10：10   道の駅世羅（弁当積込）===10：50～12：00 Flower village花夢の里===12：15～13：30 花の駅せ
ら===14：00～15：30   世羅高原農場===16：00～16：30   道の駅世羅（休憩・お買物）===世羅IC（中国やまなみ街道）

料金の目安 ・世羅高原農場：大人1,000円（900円）、小人500円（450円）・Flower village 花夢の里：大人800円（720円）、小人
400円（360円）・花の駅せら：大人800円（720円）、小人400円（360円）※（ ）は、団体割引

コース名 ②花のまち世羅町でお花見ツアー

ポイント
・丘一面のアイスランドポピーを満喫
・園内で昼食をしながらビオラの花で広大な敷地に描く花絵を満喫
・芝桜とネモフィラの花畑を満喫
・世羅町内の特産品が集まる道の駅でお買物

所要時間 6時間30分

設定期間 4月中旬～4月下旬

===10：00～10：15   道の駅世羅（弁当積込）===10：40～11：40   香山ラベンダーの丘===12：00～14：00 花の駅せら
===14：20～15：20   Flower village 花夢の里===16：00～16：30   道の駅 世羅（お買物）===世羅IC（中国やまなみ街道）

料金の目安
・香山ラベンダーの丘：大人700円（630円）、小人：中学生以下無料・花の駅せら：大人800円（720円）、小人400円（360
円）・Flower village 花夢の里：大人800円（720円）、小人400円（360円）※（ ）は、団体割引

コース名 ③花のまち世羅町でお花見ツアー

ポイント

・ビオラの花で広大な敷地に描く花満喫
・日本最大300品種75万本のチューリップを満喫
・丘一面に咲く、アイスランドポピーを満喫
・世羅町内の特産品が集まる道の駅でお買物

所要時間 6時間30分

設定期間 4月下旬～5月中旬

===10：00～10：15  道の駅世羅（弁当積込）===10：30～11：45  花の駅せら===12：00～13：30  世羅高原農場===14：
00～15：30  香山ラベンダーの丘===16：00～16：30  道の駅世羅（お買物・休憩）===世羅IC（中国やまなみ街道）

料金の目安
・香山ラベンダーの丘：大人700円（630円）、小人300円（270円）・花の駅せら：大人800円（720円）、小人400円（360
円）・世羅高原農場：大人1,000円（900円）、小人500円（450円）※（ ）は、団体料金



コース名 ④花のまち世羅町でお花見ツアー

ポイント
・135品種7,100株の中四国初のイングリッシュローズを満喫
・せらワイナリーでバーベキューを満喫
・ラベンダー畑を観賞
・世羅町内の特産品が集まる道の駅でお買物

所要時間 6時間45分

設定期間 6月上旬～7月上旬

===10：00～11：30  そらの花畑世羅高原花の森===12：00～13：30  せらワイナリー===13：45～15：45  香山ラベンダー
の丘===16：15～16：45  道の駅世羅（休憩・お買物）===世羅IC（中国やまなみ街道）

料金の目安 ・そらの花畑世羅高原花の森：大人1,000円（900円）、小人500円（450円）・せらワイナリー：バーベキュー ※価格はご相談
ください・香山ラベンダーの丘：大人700円（630円）、小人300円（270円） ※（ ）は、団体料金

コース名 ⑤圧巻のひまわりとジェラートづくり体験の旅

ポイント
・植栽面積65,000㎡の丘に太陽に向かって咲き誇る110万本のひまわり畑
・丘一面ピンクのペチュニアガーデン ・牧場でジェラートづくり体験
・地元の特産品が集まる道の駅でお買物

所要時間 6時間30分

設定期間 4月中旬～4月下旬

10：30～10：50  道の駅世羅===11：20～13：00  花の駅せら===13：15～14：45世羅高原農場===15：00～15：30 ジェ
ラート工房ドナ===15：50～16：10   道の駅世羅===世羅IC===到着

料金の目安
・世羅高原農場：大人1,000円（900円）、小人500円（450円）・弁当積込みサービス：1,100円～
・花の駅せら：大人800円（720円）、小人400円（360円）・ジェラート工房ドナ：600円 ※（ ）は、団体割引

コース名 ⑥世羅特産梨と絶景ひまわりの旅

ポイント
・植栽面積65,000㎡の丘に太陽に向かって咲き誇る110万本のひまわり畑
・世羅町特産「梨」の味覚狩り ・地元の特産品が集まる道の駅でお買物
・世羅産の食材を使用した御膳またはバーベキューを満喫

所要時間 6時間30分

設定期間 8月中旬

10：00～10：20  道の駅世羅===10：40～12：10 世羅高原農場===12：30～13：45 せらワイナリー===14：00～15：
30 世羅幸水農園===16：00～16：30   道の駅世羅===世羅IC===到着

料金の目安 ・世羅高原農場：大人1,000円（900円）、小人500円（450円）・世羅幸水農園（梨狩り）：大人1,100円、小人600円
・せらワイナリー：要問合せ ※（ ）は、団体割引



コース名 ⑦咲き誇るひまわりと世羅産トマト懐石の旅

ポイント
・植栽面積65,000㎡の丘に太陽に向かって咲き誇る110万本のひまわり畑
・世羅産トマトを使用したトマト懐石を満喫 ・丘一面ピンクのペチュニアガーデン
・世羅町内の特産品が集まる道の駅でお買物

所要時間 6時間30分

設定期間 8月中旬

10：00～10：20  道の駅世羅===10：40～12：00 花の駅せら===12：30～13：45 料理旅館玉乃家==14：00～15：30 
世羅高原農場===16：00～16：30   道の駅世羅（お買物・休憩）===世羅IC===到着

料金の目安

・世羅高原農場：大人1,000円（900円）、小人500円（450円）・花の駅せら：大人800円（720円）、小人400円（360円）
・料理旅館玉乃家 要問合せ ※（ ）は、団体割引

お問合せ

〒729-3302 広島県世羅郡世羅町川尻2402-1（道の駅世羅内）
一般社団法人世羅町観光協会 担当：鈴木、松浦
☎：0847-22-4400 FAX：0847-22-0315
Mail：n-suzuki@seranan.jp

【世羅町観光協会HP】https://seranan.jp/
【Facebook】https://www.facebook.com/serakankou
【Instagram】https://www.instagram.com/seranan.jp
【オンラインショップ】https://seranan.thebase.in/
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