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神奈川

地元
Recommend

茅ヶ崎 市

大磯町

問：寒川町観光協会
☎：0467-75-9051

横浜発のオンリーワン商品
厳選された「横濱」ブランドは
このマークを目印に

ヨコハマ・グッズ横濱 001
問：YOKOHAMA GOODS 横濱 001
☎：045-222-3701

披露山公園
問：逗子市観光協会
☎：046-873-1111

逗子市

幻想的な光景に息をのむ
厳選の工場夜景スポットを巡る
オドロキと感動の夜景ツアー

県立城ケ島公園
問：三浦市観光協会
☎：046-888-0588

三浦市

神奈川県初！
大磯のお米で作られた甘酒は
口当たりがよくやさしい味わい

大磯のあまざけ

C の右側に立つと円（縁）に！
縁結びスポットとしても有名な
サザンビーチちがさきのシンボル

津久井湖
観光センター

問：大磯町観光協会
☎：0463-61-3300

相模原市

厚木市

問：津久井観光協会
☎：042-784-6473

ミシュラングリーンガイド二つ星！
四季折々の植物が楽しめる
眺望も抜群の公園

津久井地域で採れた野菜や
在来大豆の納豆や味噌など
地域の名産品が大集合！

カラフルで珍しい
多種多様な野菜を
目でも舌でも楽しもう

厚木の森で本気のターザンごっこ！
命綱を頼りに
森の中を縦横無尽に駆け巡る

よこすか野菜

天気が良ければ富士山も！
海岸線を一望できる
穴場スポットで眺望を楽しむ

問：横須賀市農業振興課
☎：046-822-9395

葉山町

寒川町

湘南二宮オリーブ
問：二宮町観光協会
☎：0463-73-1208

二宮 町

鎌倉市

平塚市

藤沢市

2

丁寧に手摘みしたオリーブが
豊かな香りを感じられる
高品質なオリーブオイルに

※オリーブオイルは季節限定品です

大和市

海の幸からスイーツまで
海老名の魅力が満載！
ガイドブックをチェックして

横須賀市

問：川崎市観光協会
☎：044-544-8229

ＨＡＹＡＭＡ
ＳＴＡＴＩＯＮ

さむかわ
農産物直売所

年ごとに認定される
大和市の魅力がつまった特産品
バラエティに富んだ味を楽しもう

川崎市

問：茅ヶ崎市観光協会
☎：0467-84-0377

直売ならではの安全・新鮮・特価！
11 月からはシクラメンや洋ランなどが
最盛を迎える
※宅配も相談可

各市町村がおすすめする「観る」、「遊ぶ」、「食べる」をご紹介！
ここでしか見られない景色からバラエティ豊かな季節のイベント、
地元の特産品まで見どころがいっぱい。
ドライブの途中で立ち寄って、旅をさらに充実させよう。

川崎の
工場夜景ツアー

茅ヶ崎サザン C

海 老 名市

ツリークロスアドベンチャー

大和市
特産品推奨品

名店・名産品ガイドブック

問：ツリークロスアドベンチャー
☎：080-3306-7738

問：大和市特産品・推奨品協議会
☎：046-263-9112

問：海老名市経済環境部商工課
☎：046-235-8439

綾瀬市

座間市

問：ハヤマステーション
☎：046-876-0880

卵菓屋プリン

愛川町

清川村

問：神奈川中央養鶏
農業協同組合直売店「卵菓屋」
☎：046-281-6475

葉山のグルメ＆お土産のほか
地場野菜などをコンパクトに集めた
ショップステーションで買い物を

レストハウス展望台頂上からの
360 度パノラマ景観は圧巻！
富士山も見える絶景スポット

彫刻と漆塗りの技術が融合
美しく使いやすくて丈夫な鎌倉彫は
見て使って楽しめる伝統工芸品

湘南を代表する絶景スポット！
江島神社や庭園など
自然が造り出した名所もたくさん

座間産の小麦粉「さとのそら」を
100％使用したうどん
小麦本来の味わいをぜひ

綾瀬の郷土料理「豚すき」が
ジューシーなメンチカツに！
サクサクの揚げたてを召し上がれ

高麗山公園（湘南平）

鎌倉彫

江の島

座間うどん

あやせとんすきメンチ

問：高麗山公園レストハウス管理事務所
☎：0463-31-6722

問：鎌倉彫会館ショップ倶利
☎：0467-33-5751

問：藤沢市観光センター
☎：0466-22-4141

問：米ディハウスざま
☎：046-251-1125

問：綾瀬市商業観光課
☎：0467-70-5685

地元農家の新鮮野菜や惣菜
木工品や手芸品など
清川村ならではの特産品がいっぱい！
養鶏の産地ならでは
新鮮なたまごを贅沢に使用した
濃厚な味わいの絶品プリン

道の駅「清川」
問：清川村産業観光課
☎：046-288-3864

神奈川県アンテナショップ Instagram
始めました！

「かながわ屋」kanagawa_ya
フォローしてください！

横浜駅東口 そごう横浜店地下2階 食品売場
横浜市西区高島 2-18-1
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店舗直通 045-620-8535
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秦野の落花生・
そば

秦野市

伊勢原市

問：秦野市観光協会
☎：0463-82-8833

四季の里
直売所

大井町

松田町

問：大井町地域振興課
☎：0465-85-5013

良質な水がポイント！
秦野の風味豊かな新豆・新そばを
味わえるのは今だけ！

松田ブランド認定第 1 号！
中津川の清流で育った鱒が
脂ののった燻製で楽しめる

希少な伊勢原産大豆を使用！
滑らかな舌触りと大豆の風味が
口の中でやさしく広がる

大山詣り豆腐

豊かな自然の中で育った野菜や
大井町の特産品が揃う直売所
お土産探しに出かけよう

問：伊勢原市観光協会
☎：0463-73-7373

丹沢の猪
問：山北町観光協会
☎：0465-75-2717

山北町

甘さ控えめな粒あんがギッシリ
猪の形をしたかわいい銘菓を
旅のお土産に買って帰ろう

道の駅「足柄・
金太郎のふるさと」 南 足 柄 市
問：南足柄市商工観光課
☎：0465-73-8030

開成町

さくら鱒の燻製
問：松田町観光協会
☎：0465-85-3130

小田原市

中井町

戦後衰退していた芋が復活！
しっとりまろやかな甘みと
ねっとり食感のさといも

中井町推奨のブランド認証商品が
なかい里都まち CAFE や
里都まちなかい STORE で買える♪

自宅にいながら旅気分
小田原の厳選名産品を
お取り寄せしてみよう

開成弥一芋

なかいの逸品、太鼓判！

おだわらマート

問：開成町産業振興課
☎：0465-84-0317

問：中井町産業振興課
☎：0465-81-1115

問：小田原ツーリズム
☎：0465-46-8260

真鶴町

箱根町
箱根十七湯の温泉を堪能！
箱根を
「めぐる」
＆
「宿泊」
して
プレゼントをもらおう

みかん狩り
問：湯河原温泉観光協会
☎：0465-64-1234

湯河原町
10 月 〜12 月
上旬

初日の出の名所としても有名
三ツ石海岸は
真鶴半島自然公園のメインステージ
道の駅ならではのお土産や
新鮮な野菜を取り揃え
食堂では足柄の美味を堪能！

KURUPPU >
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めぐる箱根キャンペーン

三ツ石の日の出

問：箱根町総合観光案内所
☎：0460-85-5700

問：真鶴町観光協会
☎：0465-68-2543

10 ～ 12 月がシーズン
相模湾を望む絶景の中で
湯河原の甘いみかんを堪能！

上旬

