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弁天の鼻弁天の鼻

ヒメシャラ林ヒメシャラ林弁天の鼻展望台弁天の鼻展望台

休憩所休憩所

国道1号国道1号

山上門跡山上門跡

中央広場中央広場
湖畔展望館湖畔展望館

塔の鼻広場塔の鼻広場
塔の鼻塔の鼻

湖畔の広場湖畔の広場

草花の丘草花の丘

中央園路中央園路

中央門中央門
箱根関所資料館箱根関所資料館

湖畔路（自然探勝路）湖畔路（自然探勝路）

芦ノ湖芦ノ湖

恩賜公園前恩賜公園前

恩賜箱根公園

大地の鼓動をきき、風を感じる大地の鼓動をきき、風を感じる
四季のうつろいを湖面に写す庭園。
眼下に満 と々水をたたえた芦ノ湖と、秀峰・富士山。
小鳥のさえずりに耳をかたむけ、風を感じながら歩く、
こんなひととき、いつもと違う感動に出会えるでしょう。

湖畔展望館

弁天の鼻展望台 ヒメシャラ林

芦川橋（かながわの橋100選）休憩所

ONSHI-HAKONE PARK

　箱根離宮の西洋館をモチーフ
とした、白御影石張りの二階建
ての洋館です。館内には休憩室
や、箱根離宮の資料を集めた展
示室があります。二階のバルコ
ニーからは、かつての箱根離宮
さながらの眺めを楽しめます。

神奈川
県　立
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「国登録記念物（名勝地関係）」に
登録されました
　恩賜箱根公園は、明治時代に築造された「箱根離宮」の跡
地を1945年（昭和20年）に神奈川県へ下賜され、公園とし
て一般公開されたものです。箱根離宮当時の地形、施設の痕
跡を生かした公園整備が評価され、近代造園文化の発展に寄
与した名勝地として、2013年（平成25年）に国登録記念物に
登録されました。
※国登録記念物とは、文化財保護法に定
　められた保存及び活用のための措置が
　特に必要とされる記念物です。

公園の四季
　湖面に映る富士山や離宮時代の面影を残す生垣、大木の木
立などが四季折々の姿を見せてくれます。1時間ほどかけて園内
を回ってみませんか。

　雨や霧の多い箱根はコケも魅力の１つ。園内には147種に及
ぶコケが確認されており、石積みや園路わき、木立の中など様々
な場所に美しいコケの世界が広がっています。

花ごよみ

美しいコケたち
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姥子
早雲山早雲山

湯河原パークウェイ

箱根ロープウェイ
箱根登山ケーブルカー

強羅強羅

箱根湯本

小田原厚木道路小田原厚木道路小田原厚木道路

芦ノ湖スカイライン

MAZDA ターンパイク箱根MAZDA ターンパイク箱根

箱根新道

箱根登山鉄道

Hakone Shindo Hakone Shindo 

MAZDA Turnpike HAKONEMAZDA Turnpike HAKONE

Ashinoko Skyline  Ashinoko Skyline 

Gora st.

Sounzan st.
Ubako st.

Hakone Tozan Cable Car

Hakone Ropeway

Lake Ashi

Tougendai st.

Kojiri Kojiri 

MotohakoneMotohakone
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Tokaido LineTokaido Line
JR 東海道本線JR 東海道本線

Odawara st.

Odawara-Atsugi ExpresswayOdawara-Atsugi ExpresswayOdawara-Atsugi Expressway

to Gotemba / Tomei Expresswayto Gotemba / Tomei Expressway

Hakone Tozan Line

Mt.KamiyamaMt.Kamiyama

Hakoneyumoto st.

Manazuru st.

Yugawara st.

東海道新幹線東海道新幹線
Tokaido ShinkansenTokaido Shinkansen

Yugawara ParkwayYugawara Parkway

Fuji-Hakone-Izu National ParkFuji-Hakone-Izu National Park

Prefectural Manazuru Peninsula 
Natural Park
Prefectural Manazuru Peninsula 
Natural Park

県立真鶴半島自然公園県立真鶴半島自然公園
Prefectural back Yugawara nature parkPrefectural back Yugawara nature park
県立奥湯河原自然公園県立奥湯河原自然公園

富士箱根伊豆国立公園富士箱根伊豆国立公園

至 御殿場・東名高速道路至 御殿場・東名高速道路

至 三島至 三島 至 熱海至 熱海
to Mishimato Mishima to Atamito Atami

小田原西 IC小田原西 IC

道の駅箱根峠道の駅箱根峠
Roadside Station – Hakone PassRoadside Station – Hakone Pass

交通のご案内
■公共交通機関をご利用の場合
・JR、小田急小田原駅から「箱根町」行きバス約 55分「恩賜公園前」
  下車
・小田急箱根湯本駅から「箱根町」行きバス約 40分「恩賜公園前」
  下車

指定管理者／（公財）神奈川県公園協会・（株）小田急ランドフローラ
 県立恩賜箱根公園　管理事務所（湖畔展望館内）
 TEL.0460-83-7484　足柄下郡箱根町元箱根 171
神奈川県県西土木事務所　小田原土木センター　
　　　　　　　道路都市課
 TEL.0465-34-4141（代）　小田原市東町 5-2-58

■お車の場合
・小田原厚木道路 小田原西 ICから約 40分
・東名高速道路 御殿場 ICから約 50分
・国道 1号三島から約 40分
■駐車場
【利用時間】午前７時から午後９時まで（入場は午後７時まで）
【料金（消費税込）】
◎普通車：310円／ｈ◎大型車：830円／ｈ◎二輪車：110円／回
※高さ（車載高さ含む）2.5m以上の車両は大型車料金になります。
※障がいをお持ちの方は駐車場料金が全額免除（障がい者 1名に対し普通車 1台）。
※電気自動車（EV車）で駐車場をご利用した場合は駐車場料金が半額になります。

中央園路とヤマユリ（夏）山上門跡と満開の桜（春）

箱根離宮

紅葉と富士山（秋） 雪の日の湖畔展望館（冬） 二百階段 旧山上門の門柱頭

アセビ
（3月下旬）

マメザクラ
（4月下旬）

オオシマザクラ
（4月下旬～5月上旬）

ミツバツツジ
（4月下旬～5月中旬）

タマアジサイ
（6月）

ヒメシャラ
（7月上旬）

ヤマユリ
（7月下旬～８月上旬）

ギボウシ
（7月下旬～８月上旬）

モミジ紅葉
（11月）

このマークは旧山上門に使われていた門柱頭の彫
刻をモチーフにして作成しました。 2016.03
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