
県西地域サイクリングエリア等構築事業について 

 

 

１ コミュニティサイクルの運営 

（１）サイクルポート（貸出・返却場所）一覧及び貸出実績 

 市町 ポート名 
貸出実績 

備考 
H30.4～H31.1 H29.4～H30.1 

１ 小田原市 小田原 404 501  

２ 松田町 新松田 126 83  

３ 開成町 開成 289 241  

４ 山北町 山北 146 60  

５ 小田原市 小田原漁港 43 21 H29.8開設 

６ 小田原市 セブンイレブン早川店 6 4 H29.8開設 

７ 箱根町 箱根関所跡・関所旅物語館 139 106 H29.7開設 

８ 箱根町 湖尻港 1,499 771 H29.7開設 

９ 箱根町 元箱根港 585 113 H29.11開設 

10 箱根町 箱根ホテル 107 2 H29.12開設 

11 箱根町 駅伝ミュージアム 16 0 H29.12開設 

計   3,360 1,902  

 

（２）地域イベントと連携したＰＲ 

  ○ 開成町あじさいまつり期間中、開成駅前に臨時貸出所を設けて貸出 

    （貸出日：６月１日、２日、８日、９日） 

   ・実績：49台  ※（１）貸出実績の内数 

  ○ 山北町チャレンジデーでコミュニティサイクルを利用した運動を町が実施 

    （利用日：５月 30日） 

   ・実績：８台 ※（１）貸出実績の内数 

 

２ 「自転車の駅」※の設置 
   ※ ロードバイクなどを楽に駐車できるバイクラックや、空気入れ、六角レンチ等を用意する、県西

地域を訪れるサイクリストのサポート施設。 

（１）㈱ナビタイムジャパンとの連携 

  ○ ナビゲーションアプリ「自転車 NAVITIME」の全国のサイクルステーション検索機

能に、県西地域の「自転車の駅」53箇所が掲載。 

資料９ 



県西「自転車の駅」一覧（H31.2現在）

施設名 住所 種別

1 ファミリーマート　小田原下堀店 小田原市下堀５３－１ コンビニエンスストア

2 県立おだわら諏訪の原公園 小田原市久野３８２１－１ 休憩利用可能施設

3 籠清　小田原江の浦店 小田原市江の浦４０７ 休憩利用可能施設

4 ネッツトヨタ湘南　小田原店 小田原市寿町５－１－１ 休憩利用可能施設

5 かしわ水産 小田原市早川１－４－１０ 飲食店

6 ふるはうす 小田原市早川１－４－１７ 飲食店

7 ネッツトヨタ湘南　鴨宮飯泉店 小田原市飯泉９４－７ 休憩利用可能施設

8 小田原スポーツ会館 小田原市南町１－１－４０ 休憩利用可能施設

9 ㈱小田原鈴廣　風祭店 小田原市風祭２４５ 休憩利用可能施設

10 Cycle Days（サイクルデイズ） 小田原市国府津３－１４－３　和田ビル101 休憩利用可能施設

11 十八丁目茶屋 南足柄市大雄町１１４４－２ 飲食店

12 ローソン　南足柄中沼店 南足柄市中沼５６１－２ コンビニエンスストア

13 ローソン　南足柄飯沢店 南足柄市飯沢７－５ コンビニエンスストア

14 足柄古道　万葉うどん 南足柄市矢倉沢2393 飲食店

15 湘南幸福村（鐘の鳴る丘） 中井町井ノ口２８３４ 休憩利用可能施設

16 中井中央公園 中井町比奈窪５８０ 休憩利用可能施設

17 ブルックスショップ＆カフェ中井店 中井町井ノ口２９１２－１２ 飲食店

18 大井町農業体験施設 四季の里・四季の里直売所 大井町柳２６５ 休憩利用可能施設

19 未病バレー　ＢＩＯＴＯＰＩＡ　マルシェ 大井町山田３００ 飲食店

20 松田町健康福祉センター 松田町松田惣領１７－２ 休憩利用可能施設

21 松田山ハーブガーデン 松田町松田惣領２９５１ 休憩利用可能施設

22 セブン－イレブン　松田惣領店 松田町松田惣領８５３ コンビニエンスストア

23 寄七つ星ドッグラン＆カフェ 松田町寄５６０５ 飲食店

24 山北町直販加工組合　とれたて山ちゃん 山北町向原１８２３－１ 休憩利用可能施設

25 ヘルシー・ジェラート 山北町向原２１９３－１３ 休憩利用可能施設

26 Café NICO 山北町山北１８４０ 飲食店

27 ニューヤマザキデイリーストア山北駅前店 山北町山北１８４０ コンビニエンスストア

28 山北町健康福祉センター 山北町山北１９７１－２ 休憩利用可能施設

29 ファミリーマート　山北町店 山北町山北７４１－１ コンビニエンスストア

30 緑茶カフェ　茶ぁぼう 山北町山北２７６７ 飲食店

31 丹沢湖記念館 山北町神尾田７５９－２ 休憩利用可能施設

32 丹沢湖レストハウス 山北町神尾田７５９－９ 飲食店

33 手打ちそば　太平楽 山北町神尾田７５９－２３ 飲食店

34 (株)神奈川県農協茶業センター 直販所 山北町川西６５２ 休憩利用可能施設

35 おかべ酒店 山北町中川９２１－７９ 休憩利用可能施設

36 道の駅　山北 山北町湯触３１７ 休憩利用可能施設

37 ファミリーマート　山北平山店 山北町平山１７８－１９ コンビニエンスストア

38 みっちゃん食堂 山北町平山２１０ 飲食店

39 かくれ湯の里　信玄館 山北町中川577－６ 休憩利用可能施設

40 セブン－イレブン　開成町牛島店 開成町みなみ１－１－１ コンビニエンスストア

41 ファミリーマート　開成吉田島店 開成町吉田島１０２４－１ コンビニエンスストア

42 開成水辺スポーツ公園 開成町吉田島２７１０ 休憩利用可能施設

43 セブン－イレブン　開成吉田島店 開成町吉田島３９３９－１ コンビニエンスストア

44 ネッツトヨタ湘南　開成店　※２ 開成町宮台２２５ 休憩利用可能施設

45 あしがり郷瀬戸屋敷 開成町金井島１３３６ 休憩利用可能施設

46 シチューとカレーの店　湖亭 箱根町元箱根１６２－１３ 飲食店

47 県立恩賜箱根公園 箱根町元箱根１７１ 休憩利用可能施設

48 廣志屋 箱根町元箱根７２ 飲食店

49 セブン―イレブン　箱根湯本店 箱根町湯本３２０－１ コンビニエンスストア

50 ケープ真鶴 真鶴町真鶴１１７５－１ 休憩利用可能施設

51 真鶴産業活性化センター（里海BASE） 真鶴町真鶴８９４－１ 休憩利用可能施設

52 湯河原観光会館 湯河原町宮上５６６ 休憩利用可能施設

53 The Ryokan Tokyo YUGAWARA/ Gensen Café 湯河原町宮上742 飲食店

● 各施設とも、飲料の提供があります。（提供形態は各施設によって違います。）

● 各施設とも、バイクラックやカウンター等に「自転車の駅」掲示を行っております。

● 自転車利用対象者向けに独自のサービスを提供されている施設もあります。
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