
藤野に着いたら、ぜひ
最初に訪れていただ
きたい観光案内所で
す。藤野の魅力やお
すすめ情報を親切に
教えてもらえます。

ふじのね2

裏の畑で採れた野菜を
使った料理はもちろん、
お店の雰囲気がとても
良かったです。オーナー
も気さくに話しかけてく
れました。

カフェレストラン
Shu

C

手軽にいろいろなアートの工房体験ができます。
実際にやってみて芸術の奥深さを実感できました。

県立藤野芸術の家3

〈徒歩〉 約25分 または
〈バス〉 「やまなみ温泉」下車すぐ

〈バス〉 約15分

藤野やまなみ温泉F寄り道

〈徒歩〉 約40分 〈徒歩〉 約40分

〈徒歩〉 約40分〈徒歩〉 約5分 〈徒歩〉 約40分

芸術の道D寄り道 藤野園芸ランドE

旅 模相びた旅 模相びた旅 模相びた旅 模相びた 周遊モデルコース

ガールズ アラカルトガールズ アラカルト Girls’ A la Carte

女性がおしゃべりをしながらウォーキングをしたり、おいしく健康な食事やア
ート体験をするコースです。相模湖・藤野の自然とアートに癒されてください。

和田峠

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

正覚寺

天下茶屋

篠原の里センター

石井家住宅
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県立相模湖公園

2 ふじのね

A 与瀬神社

E 藤野園芸ランド

F 藤野やまなみ温泉

Ｄ芸術の道
C カフェ
レストラン
Shu

B 小原宿本陣

陣馬山

相模湖

相模湖駅

藤野駅

相模原市緑区

中央自動車道

JR中
央本
線

N

公共交通機関
約６時間
約2,000円

移 動 手 段
所 要 時 間
施 設 使 用 料

9：10
遊覧船や射的がオススメ

〈徒歩〉 約10分

〈徒歩〉 約10分

〈JR中央本線〉 約5分

相模湖駅

相模湖駅

藤野駅

藤野駅

県立相模湖公園1

〈徒歩〉 約15分
〈徒歩〉 約20分 または
〈バス〉 「小原」下車すぐ

〈徒歩〉 約15分

〈徒歩〉 約20分 または
〈バス〉 「追分」下車約8分

〈徒歩〉 約30分 または
〈バス〉 「芸術の家」下車すぐ

〈徒歩〉 約40分 または
〈バス〉 約10分「芸術の家」
　　　 下車すぐ

〈バス〉 約10分

〈徒歩〉 約20分

与瀬神社A

11：00
藤野観光案内所
ふじのね2

13：00
アート工房体験
県立藤野芸術の家3

15：00
工房・ギャラリーがたくさん
ふじのアートヴィレッジ

県立藤野芸術の家
ふじのアートヴィレッジ

4

寄り道

カフェレストラン ShuC寄り道

小原宿本陣Ｂ

※所要時間は目安です。時間帯・交通事情により変動します。
※記載の時刻は現地調査時に訪れた時刻です。周遊する際の参考としてください。
※施設使用料は大人1名分を参考に記載しています。

通常コース

寄り道コース

公園・森林

アート体験

その他、
おすすめスポット



ガールズ アラカルトガールズ アラカルト Girls’ A la Carte

相模湖湖畔にある県立相模湖公園は相模湖の景色
を一望できます。園内では遊覧船、ボート、釣り船をは
じめ射的・ゲームも楽しめます。開放感のある芝生の
広場や噴水のガラスの広場はドライブの立ち寄りに
最適です。
　　相模原市緑区与瀬317-1
　　042-684-3276（公園管理事務所）
　　トイレあり、駐車場あり（年始年末、ＧＷ、夏休み
　　期間中は有料、その他の季節は土日祝有料）

藤野駅の近くにある「ふじのね」は藤野エリアの観光
案内所です。とても暖かみのある空間です。観光情報
を提供しているほか、藤野の芸術家の作品や特産品
などを販売しています。（営業時間 8：30 ～ 17：00）
　　相模原市緑区小渕1702-3
　　042-687-5581
　　トイレあり(駅構内）

「芸術の家」では、様々な工房体験プログラムが用意
されているほか、コンサートホールやスタジオを借り
ることができ、宿泊も可能ですので、家族旅行や合宿
にも最適です。また、コンサートや公演・ワークショッ
プも開催されます。（毎週火曜日定休、火曜日が祝日
の場合は翌日休み）
　　相模原市緑区牧野4819番地
　　042-689-3030
　　トイレあり、駐車場あり
　　宿泊・施設利用・体験に関する料金については、
　　施設にお問合せください｡

藤野を中心に活躍するアーティストの工房・ギャラリ
ーが集合する新しい形の芸術村です。9つのコンテナ
が並び各々の制作活動や作品を見ることができます。
体験、実演、ワークショップもあります。施設内には、レ
ストラン「野山の食堂」（定休日なし 11：00 ～ 16：00
頃オープン）やブルーベリー観光農園「ぶるべの樹」も
あります。
　　相模原市緑区牧野5570番地
　　050-3791-0999（レストラン営業中のみ）
　　トイレあり（レストラン内）、駐車場あり
　　体験やワークショップには費用が掛かる場合が
　　あります。

詳細情報

県立相模湖公園1

ふじのね2

県立藤野芸術の家3

ふじのアートヴィレッジ4
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N

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

正覚寺

天下茶屋

「追分」
バス停

「芸術の家」バス停
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県立相模湖公園

2 ふじのね
A 与瀬神社

E 藤野園芸ランド

Ｄ芸術の道
C カフェレストラン Shu

B 小原宿本陣

相模湖

相模湖駅
藤野駅

相模原市緑区

中央自動車道

JR中
央本
線

県立藤野芸術の家
ふじのアートヴィレッジ



ガールズ アラカルトガールズ アラカルト Girls’ A la Carte

通称権現山と呼ばれる山の麓にあり、宿場に流行し
た疫病から宿人たちを守った鎮守（ちんじゅ）の神と
して祀（まつ）られています。毎年4月13日には例大祭
が行われます。また、境内裏手には陣馬山へ続く登山
道があります。
　　相模原市緑区与瀬1392番地
　　042-684-2633(相模湖観光協会)
　　トイレあり

甲州街道の9番目の宿場である小原宿。本陣は大名
のための宿として、神奈川県内には26軒あったとさ
れます。現在では小原宿本陣のみが残っています。神
奈川県重要文化財に指定されています。（開館時間 
9：30 ～ 16：00、月曜休館）
　　相模原市緑区小原698-1
　　042-684-4780
　　トイレあり、駐車場あり

きょうランチに入ったのはカフェレストラン Shu。お
店の裏には畑が広がっていて、地元の食材を使った
料理を食べることができます。また、落語からJazzラ
イブ、展覧会など様々なイベントが行われ、とてもお
すすめです。（営業時間 11：00 ～ 17：00 毎週月・火
曜日定休、祝日の場合営業）
　　相模原市緑区日連981番地
　　042-687-2333
　　トイレあり、駐車場あり

名倉地区の所々に野外彫刻作品が展示されていま
す。中央自動車道を走っていると、目に飛び込んでく
る巨大な緑のラブレターは有名ですね。自然豊かな
道をハイキングしながら芸術作品を楽しむことがで
きます。
　　相模原市緑区名倉
　　042-687-5581（藤野観光案内所「ふじのね」）
　　大刀地区にトイレ・駐車場あり
　　葛原地区にトイレあり

寄り道情報
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電話

住所

備考

電話

住所

備考

電話

住所

備考

電話

住所

A 与瀬神社

B 小原宿本陣

Ｃ カフェレストラン Shu

「藤野園芸ランド」ではさつまいも堀り、やまいも堀
り、くり拾いなど四季を通じて楽しむことができます。
近くのキャンプ場で採れたての野菜を使ったバーベ
キューも楽しめます。
　　相模原市緑区名倉
　　042-687-2572（藤野園芸ランド運営協議会）
　　大刀地区にトイレ・駐車場あり
　　葛原地区にトイレあり
　　入園無料、収穫したものの持ち帰りに料金が掛か
　　ります。

見晴らしの良い、源泉100％の温泉。キャンプやゴル
フなどアウトドアの後に温泉で疲れを癒してくださ
い。施設内では地元産の野菜なども買うことができま
す。（毎週水曜日定休、祝日を除く）
　　相模原市緑区牧野4225-1
　　042-686-8073
　　トイレあり、駐車場あり
　　大人3時間700円、1日1,000円

D 芸術の道

E 藤野園芸ランド

F 藤野やまなみ温泉

備考

電話

住所

備考

電話

住所



天然鉱泉のお風呂で日帰り入浴も可能です。お風呂
からは、秋には紅葉の美しい嵐山を望むことができ
ます。自然に囲まれた純和風旅館です。
　　相模原市緑区千木良1270番地
　　0426-84-2650
　　トイレあり、駐車場あり
　　日帰り入浴1,000円～、宿泊コース10,000円～

津久井三十三観音霊場15番札所でも知られる由緒あ
るお寺です。正覚寺境内には約千本のつつじが植樹
されています。なかでも裏山の通称「滝つつじ」は50
メートルにわたって滝が流れ落ちるように植えられて
います。4月下旬～ 5月初旬が見ごろです。
　　相模原市緑区若柳1430番地
　　042-685-1145
　　トイレあり、駐車場あり

相模湖の紅葉は、11月中旬～下旬が見ごろです。湖を
囲む山々が鮮やかに色づき、特に相模湖公園からほど
近い「嵐山」の紅葉は、湖面にも映りとてもきれいです。
　　相模原市緑区与瀬・若柳・日連ほか
　　042-684-2633(相模湖観光協会)
　　トイレあり
　　駐車場あり（相模湖公園内、年始年末、GW、
　　夏休み期間中、その他の季節は土日祝有料）

陣馬山は神奈川県と東京都との境にある標高858m
の山です。富士山はもちろん、房総半島まで見渡せま
す。ハイキングで巡るコースもあります。
　　相模原市緑区
　　042-684-9503（藤野観光協会）
　　陣馬登山口・山頂にトイレあり

周辺情報コース周辺には、他にもこのような見所があります！

築300年を超える石井家住宅は国指定重要文化財に
指定されています。建物は石井家6代目当主六郎五衛
が宝永4年に建設したものです。石井家住宅は重要文
化財であると同時に日常生活を営んでいます。見学
は、完全予約制です（予約についてはホームページを
ご覧ください）。

相模原市緑区沢井541番地
042-687-6323
見学料300円

旧篠原小学校を改築した、交流・宿泊・研修・ふれあ
い施設。NPO法人「篠原の里」が運営しています。
相模原市緑区牧野2881
042-689-2051
宿泊室（3室）、研修室（4室、最大150名ほどまで
可能）、食堂、自炊施設、厨房、シャワー（4室）、保
育室、体験工房、グラウンドあり
費用はお問合せください。

藤野には多くのアーティストが移り住みギャラリー・
工房を持って活躍しています。そんなアーティストを
受け入れる文化があるのが藤野の良さです。（アート
に関する様々なイベントも開催されていますので、藤
野観光協会ホームページで確認ください。）
相模原市緑区小渕1702-3
042-687-5581（藤野観光案内所「ふじのね」）
トイレ、駐車場、ご確認ください。
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