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株式会社ウェザーニューズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：草開千仁）は、11 月 1 日（木）、東

〜北日本の山で紅葉のピークを迎えたことを受け、各地の紅葉を楽しんでいただくため、今週末に紅葉

を楽しめるスポット（関東甲信越、東北エリア）を発表しました。今週末は、あざやかな色づきを見せ

ている紅葉スポットへのお出かけがオススメで、東北や関東甲信越では 4 日(日)に広い範囲で晴れて、

色あざやかな秋を満喫することができそうです。ウェザーニューズでは、紅葉狩りの計画に役立つ様々

なコンテンツを用意しており、スマホ向けアプリ「ウェザーニュースタッチ」や携帯サイト、インター

ネットサイトで紅葉の名所 800 ヵ所の詳細情報を公開しています。 

 

※本発表は、11 月 1日時点のものになります。最新の天気・紅葉見頃予想は以下のサイトにてご確認頂けます。 

最新の紅葉情報  

スマートフォン向けアプリケーション  

「ウェザーニュースタッチ」  

をダウンロード後、「紅葉 Ch.」にアクセス 

携帯サイト「ウェザーニュース」 

URL: http://wni.jp/ 

インターネットサイト「ウェザーニュース」 

URL: http://weathernews.jp/ 

 

◆東北エリアの紅葉狩りは 4 日がオススメ！ 

東北エリアの色づきのスタートは、9 月の残暑の影響で少し遅れました。10 月に入って、秋らしく天気

が周期変化して順調に色づきが進みました。十分な日照と適度な冷え込みにより、昨年よりもあざやか

に色づいたところが多くなっており、人気の名所では多くの方でにぎわっているようです。 

週末に紅葉狩りを楽しむには、太平洋側では 3日(土)・4日(日)、日本海側では 4日(日)がオススメです。

3日(土)は、日本海側では冷たい雨が降る一方、太平洋側では日差しが届き、紅葉狩りを楽しめそうです。

ただ、寒気の影響でグッと冷え込むので、しっかりとした寒さ対策をしてお出かけ下さい。4日(日)は高

気圧に覆われて広い範囲で晴天となる見込みなので、公園を散策したり、山登りをしながら紅葉狩りを

満喫できそうです。また、2日(金)は風が強く、見頃のピークを過ぎたところでは一気に落葉が進みそう

です。そのため、週末の紅葉狩りは見頃になったばかりの名所が狙い目です。さらに、標高 1500 メート

ル級の山では 2日(金)に冠雪の可能性があり、冠雪した山と麓の紅葉のコラボを楽しめそうです。 
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関東甲信越、東北の各エリアで紅葉の見頃ピーク 

 

 

今週末の紅葉狩りは東日本、北日本ともに日曜日がオススメ 
 

 

紅葉の名所 800 カ所の天気・スポット情報を、スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」で公開 

 

 

 

 

 

 

(左)青森県十和田湖畔 

  10 月 31 日「さー」さん 

(右)福島県中津川渓谷 10 月 28 日「さとぷー」さん 



 

◆関東甲信越エリアの紅葉狩りは 4 日がオススメ！ 

関東甲信越エリアの色づきのスタートは、9 月の残暑の影響で少し遅れましたが、10 月に入って、秋ら

しく天気が周期変化して順調に色づきが進みました。十分な日照と適度な冷え込みにより、昨年よりも

あざやかに色づいたところが多くなっています。中でも長野や北陸では、ほかのエリアと比べても日照

が多かったため、特にあざやかな色づきとなっており、「今年は当たり年」という報告も届いています。

週末に紅葉狩りを楽しむには、関東では 3日(土)・4日(日)、そのほかのエリアでは 4日(日)がオススメ

です。3日(土)は、寒気の影響で各地の気温がグッと下がるため、寒さ対策が必要です。北陸や長野北部、

岐阜の飛騨エリアでは雲が広がりやすく、冷たいニワカ雨の可能性があります。一方、その他のエリア

では晴れるところが多く、紅葉狩り日和となりそうです。4日(日)は高気圧に覆われて広い範囲で晴天と

なる予想で、各地で紅葉狩りを楽しめそうです。また、標高 1500 メートル級の山は 2日(金)に冠雪の可

能性があり、冠雪した山と麓の紅葉のコラボを楽しめそうです。 

◆地域別の紅葉見頃傾向 

北
海
道 

北海道では道北や道東から落葉が進んでおり、現在は道央や道南の市街地で色づきが進行しています。

11 月上旬までは市街地の紅葉を楽しめそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左)長野県小鳥ヶ池 10 月 26 日「タイコ」さん 

(中央)長野県戸隠神社 10 月 28 日「mchi」さん  

(右)栃木県日塩もみじライン 10 月 28 日「ナスミナミ」さん 



 

東
北 

11 月の気温は例年よりもやや高めになる予想で、これから見頃を迎えるエリアでは見頃の時期が例年よ

りも少し遅れる予想です。夏以降の十分な日照や、10 月以降に適度な冷え込みがあったことから、鮮や

かな色づきを期待できそうです。 

関
東 

関東地方は 11 月は気温が例年並みになる予想です。そのため、これから見頃を迎えるエリアでは例年

並みの時期に見頃を迎え、都心の公園などは 11 月中旬～12 月上旬になりそうです。夏以降は日照時間

が十分にあり、鮮やかな紅葉が期待されます。ただ、南部沿岸では台風 17 号による塩害の影響を受け、

紅葉前に葉が枯れているところもあります。 

 



 

中
部 

中部地方は 11 月は気温が例年並みになる予想です。そのため、これから見頃を迎えるエリアでは例年

並みの時期に見頃を迎え、平野部では 11 月下旬にかけて色づきが進行しそうです。夏以降の十分な日

照や、10 月以降に適度な冷え込みがあったことから、鮮やかな色づきを期待できます。ただ、静岡沿岸

では台風 17 号による塩害の影響を受け、紅葉前に葉が枯れているところもあります。 

近
畿 

近畿地方は高野山など標高の高いところからすでに見頃を迎えています。11 月は気温が例年並みになる

予想で、これから見頃になるエリアでは例年並みの時期に見頃を迎え、市街地では 11 月中旬頃から見

頃を迎える名所が多くなります。夏以降に日照時間が十分にあったこと、11 月以降は秋らしく天気が周

期変化して適度な冷え込みがあることから、鮮やかな紅葉が期待できそうです。 

 



 

中
国 

中国地方は大山など標高の高いところからすでに見頃を迎えています。11 月は気温が例年並みになる予

想で、これから見頃になるエリアでは例年並みの時期に見頃を迎え、市街地では 11 月中旬頃から見頃

を迎える名所が多くなる見込みです。夏以降に日照時間が十分にあったこと、11 月以降は秋らしく天気

が周期変化して適度な冷え込みがあることから、鮮やかな紅葉が期待できそうです。 

四
国 

四国地方は石鎚山など標高の高いところからすでに見頃を迎えています。11 月は気温が例年並みになる

予想で、これから見頃になるエリアでは例年並みの時期に見頃を迎え、市街地では 11 月中旬頃から見頃

を迎える名所が多くなります。9 月以降に日照時間が十分にあったこと、11 月以降は秋らしく天気が周

期変化して適度な冷え込みがあることから、鮮やかな紅葉が期待できそうです。 

 



 

九
州 

九州地方は祖母山など標高の高いところからすでに見頃を迎えています。11 月は気温が例年並みになる

予想で、これから見頃になるエリアでは例年並みの時期に見頃を迎え、市街地では 11 月中旬頃から見

頃を迎える名所が多くなります。10 月は日照時間が十分にあったこと、11 月以降は秋らしく天気が周

期変化して適度な冷え込みがあることから、鮮やかな紅葉が期待できそうです。 

 



 

＜参考情報＞ 

◆都道府県別の紅葉ピンポイント 情報(11 月 1 日現在) ※全国 800 ヵ所の紅葉情報の一部を抜粋  

地域 公園名 見頃開始日 例年見頃期間 

北
海
道 

北海道大学 11 月 4 日頃～ 9 月中旬～10月上旬 

知床五湖 今が見頃 10 月上旬～10 月中旬 

函館公園 11 月 7 日頃～ 10 月中旬～10 月下旬 

東
北 

青森県 中野もみじ山 11 月 3 日頃～ 10 月中旬～10 月下旬 

岩手県 厳美渓 11 月 3 日頃～ 10 月下旬 

秋田県 田沢湖畔 今が見頃 10 月中旬 

宮城県 鳴子峡 今が見頃 10 月中旬～11 月上旬 

山形県 山形県運動公園 今が見頃 10 月上旬～10 月中旬 

福島県 塔のへつり 今が見頃 10 月中旬 

関
東 

茨城県 袋田の滝 11 月 7 日頃～ 11 月上旬～11 月中旬 

栃木県 霧降ノ滝 11 月 5 日頃～ 10 月中旬～10 月下旬 

群馬県 伊香保温泉 11 月 8 日頃～ 10 月中旬～10 月下旬 

埼玉県 上長瀞 11 月 16 日頃～ 11 月中旬 

千葉県 養老渓谷 11 月 26 日頃～ 11 月中旬～12 月上旬 

東京都 高尾山 11 月 16 日頃～ 11 月中旬～11 月下旬 

神奈川県 元箱根 11 月 8 日頃～ 11 月上旬～11 月中旬 

中
部 

山梨県 御岳昇仙峡 11 月 8 日頃～ 11 月上旬～11 月中旬 

長野県 大峰高原七色大カエデ 今が見頃 10 月中旬 

新潟県 弥彦公園もみじ谷 11 月 8 日頃～ 10 月下旬～11 月上旬 

富山県 黒部峡谷 今が見頃 10 月下旬～11 月上旬 

石川県 白山スーパー林道 今が見頃 10 月上旬～11 月上旬 

福井県 九頭竜湖畔 今が見頃 10 月下旬～11 月上旬 

静岡県 天城峠(天城トンネル付近) 11 月 19 日頃～ 11 月上旬 

愛知県 香嵐渓 11 月 17 日頃～ 11 月下旬 

岐阜県 奥飛騨温泉郷 今が見頃 10 月中旬 

三重県 御在所岳 今が見頃 10 月中旬～11 月下旬 

 



 

 

近
畿 

滋賀県 比叡山延暦寺 11 月 7 日頃～ 10 月中旬～11 月中旬 

京都府 嵐山 11 月 21 日頃～ 11 月中旬～11 月下旬 

大阪府 箕面公園 11 月 21 日頃～ 11 月中旬～12 月上旬 

兵庫県 神戸市立須磨離宮公園 11 月 21 日頃～ 11 月中旬～12 月上旬 

奈良県 奈良公園 11 月 15 日頃～ 11 月中旬～12 月上旬 

和歌山県 高野山 11 月 4 日頃～ 10 月下旬～11 月上旬 

中
国
・
四
国 

岡山県 みやま公園 11 月 13 日頃～ 10 月中旬～11 下旬 

広島県 宮島 11 月 13 日頃～ 11 月中旬～11 月下旬 

鳥取県 大山 今が見頃 10 月下旬～11 月上旬 

島根県 裏匹見峡 11 月 4 日頃～ 11 月上旬～11 月中旬 

山口県 長門峡 11 月 9 日頃～ 11 月上旬～11 月中旬 

徳島県 眉山公園 11 月 24 日頃～ 11 月上旬～11 月中旬 

香川県 栗林公園 11 月 22 日頃～ 11 月中旬～12 月上旬 

愛媛県 奥道後 11 月 24 日頃～ 11 月中旬～12 月上旬 

高知県 べふ峡 11 月 8 日頃～ 10 月上旬～11 月中旬 

九
州 

福岡県 秋月城跡 11 月 20 日頃～ 11 月中旬～11 月下旬 

佐賀県 九年庵 11 月 15 日頃～ 11 月中旬～11 月下旬 

長崎県 雲仙（仁田峠） 今が見頃 10 月下旬～11 月中旬 

大分県 裏耶馬溪 11 月 11 日頃～ 11 月上旬～11 月中旬 

熊本県 菊池渓谷 11 月 9 日頃～ 10 月下旬～11 月中旬 

宮崎県 高千穂峡 11 月 13 日頃～ 11 月中旬～11 月下旬 

鹿児島県 霧島 今が見頃 10 月下旬～11 月中旬 

 

 


