
湘南の海と富士山を望む「逗子マ
リーナ」は、ヨットハーバーやホテ
ル、レストランやテニスコートなど
を備える大人のマリーナリゾート。
鎌倉時代から存在する小坪漁港と
のギャップも楽しい。 
　逗子市小坪5-23付近　　 施設によ
る　 逗子マリーナ150台、小坪海浜地
駐車場47台

日本の都市公園100選・日本の歴
史公園100選にも選出された「水
と光と音」をテーマにした公園。 
　046-824-6291　横須賀市稲岡町
82　 8:00～21:00（11～3月は9:00
～20:00）　 有料33台420円/h 7:30
～21:30（12～2月は8:30～20:30） 
　京急線横須賀中央駅徒歩約15分

源氏ゆかりの八幡宮。源頼義が
1063年（康平6）京都の石清水八
幡宮を勧請、のちに現在地へ。参
道には多くの飲食店や土産店が
軒を連ねる。 
　0467-22-0315　鎌倉市雪ノ下
2-1-31　 6：00～20：30　 40台　 　
　JR・江ノ電鎌倉駅徒歩約10分

原始・古代から近現代に至る鎌倉
の歴史をVRやジオラマで紹介。中
世の景観を彷彿とさせる庭園、高
台からの海の眺望も見どころ。
　0467-73-8501　鎌倉市扇ガ谷
1-5-1　10:00～16:00（入館は15:00
まで）　 日祝・年末年始・展示入替時　
　400円､小中150円 　障がい者等用
のみ 　各線鎌倉駅約7分

公園内を流れる鳩川沿いの桜
並木と遊歩道、大型遊具、噴水、
パークゴルフ場などのほか、河畔
林等の河川環境が学べる自然観
察園も。 
　046-236-5008 　海老名市上郷
2-1-1 　　自由 　約300台 　各線海
老名駅徒歩約15分

親子で遊べる遊園地をはじめ、
温泉やBBQ、キャンプ場など。 
　0570-037-353 　相模原市緑区若柳
1634 　10:00～16:00（土日祝9:00～
17:00） 　水･木　 1900円､子供･シニ
ア1200円　 あり 　JR相模湖駅バス約
8分（プレジャーフォレスト前下車）すぐ

切り立った断崖、四季の花々、磯遊
びなど自然を満喫。全長約1.2km
のハイキングコースにも洋式灯
台、県の天然記念物ウミウなど見
どころが多数。 
　046-881-6640　三浦市三崎町城ヶ
島　 393台450円8:00～19:00（10
～3月は～17:00）　 京急線三崎口駅
バス約30分（城ヶ島下車）すぐ

遠浅で波の静かな砂浜海岸。夏に
は海水浴客で賑わう。スタイリッ
シュなビーチカフェや昔ながらの
海の家など約40軒が並ぶ。 
　046-873-1111（逗子市役所）　 逗
子市新宿1-2210-6　 海水浴場は7月
上旬～9月上旬 9:00～17:00　 近隣
P利用　 JR逗子駅、京急線逗子・葉山
駅徒歩約15分

国内外の豪華客船が寄港。波のう
ねりをイメージした屋上から、横浜
の観光スポットが一望できます。 
　045-211-2304 　横浜市中区海岸
通1-1-4 　9:00～21:30（ターミナル
内） 　400台 　みなとみらい線日本大
通り駅徒歩約7分

開港当時、外国人居留地として小
高い丘に拓かれた山手地区。今も
当時の面影を宿す邸宅が残る。丘
を降りると居留外国人御用達で栄
えた商店街が広がっている。 
　横浜市中区山手町～元町　 　各施
設による　 近隣P利用　 みなとみらい
線元町・中華街駅徒歩約5分

テーマの異なる４つの水族館と多
彩なアトラクション、レストラン、
ショッピングストア、ホテルが併設
された「海・島・生きもの」のテー
マパーク。 
　045-788-8888　 横浜市金沢区八
景島　 10:00～17:00（曜日・施設によ
る）　 なし　 3300円～(小中2000円、
4才以上1000円)　 4000台　 シーサ
イドライン八景島駅すぐ

寒川第1浄水場の旧ポンプ場を活
用した、参加型展示施設。2022年
9月現在は水の広場と1階部分の
み公開。 
　0467-74-3478 　寒川町宮山4001 
　9:30～16:30 　月･年末年始･2月第
4週月～金 　無料 　30台　 JR寒川駅
徒歩約12分

標高1252m。古くから信仰の山
とされ、阿夫利神社、大山寺などパ
ワースポット多数。 
　0463-73-7373(伊勢原市観光協
会)　 伊勢原市大山　 ケーブルカー
9:00～17:00(平日16:30まで)
　130台　 小田急線伊勢原駅バス約
30分（大山ケーブル下車）徒歩約15分

サザンビーチの東の一角にあるモ
ニュメント。文字の切れ目に立つと
1つの円になるため「縁結びの輪」
とも呼ばれ、円の中心にえぼし岩
が入った写真が撮れる。 
　茅ヶ崎市中海岸3-12986　　 見学
自由　 無料　 近隣P利用　 JR茅ケ崎
駅徒歩約20分

川崎市多摩区にゆかりある藤子・
F・不二雄の作品に触れられる。 
　0570-055-245　 川崎市多摩区長
尾2-8-1　 10:00～18:00　 HPにて
確認　 1000円（中高700円、4歳以上
500円)※販売はローソンのみ　 なし
　JR・小田急線登戸駅バス約10分（市
バス直行便）

源頼朝の御家人･渋谷氏一族ゆ
かりの城跡。桜やバラの名所とし
て知られ、6月頃には蛍も舞う。 
　0467-70-5627（綾瀬市役所みどり
公園課）　綾瀬市早川城山3-4-1 　　
　112台（8:30～18:00） 　各線海老
名駅バス約20分(城山公園下車)すぐ

木々の間や川のほとりにテラス
が点在。カフェや日帰り温泉施設
も併設。 
　0465-43-7830 　湯河原町宮上
566 　10:00～17:30 　 第２火 
　12台 　 JR湯河原駅バス9分（落合橋
下車）すぐ

「ロケ地で楽しめるまち」として市
内各地がドラマ、映画の舞台に。
綾瀬市役所をはじめ市内21基の
ロケ地看板を設置。 
　0467-70-5685(綾瀬市商業観光
課)　 市内各地　 見学自由　 無料　 
　近隣P利用　 各線海老名駅バス約
30分(綾瀬市役所下車)すぐ

8月中旬、約55万本のひまわりが
開花する姿は壮観。イベント時に
は模擬店、展望台・撮影スポット
の設置なども。 
　046-252-7604（座間市商工観光
課） 　座間市新田宿地区 　公共交通
機関利用のこと 　JR相武台下駅また
は入谷駅徒歩約20分

YOKOSUKA
MIURAMIURA

海上自衛隊の潜水艦、護衛艦や米
海軍イージス艦などの迫力を間
近に感じる45分の軍港クルーズ。 
　046-825-7144（トライアングル）
　横須賀市本町2-1-12　 11:00～
15:00（毎正時発、土日祝のみ10時の
便運航）　 無休（気象・整備運休あり）
　1600円（小学800円）　 近隣P利用
　京急線汐入駅徒歩約5分

霊峰大山の清水で作られた高品質な
豆腐。大山参道の旅館や茶屋で工夫を
凝らした豆腐料理が楽しめる。
　 伊勢原市役所商工観光課
　 0463-94-4729

明治41年に発行された日本海軍の軍隊
食レシピを復元したカレー。必ず牛乳と
サラダをセットで提供。
　 カレーの街よこすか事業者部会事務局　 　 
　 046-823-0402

展望広場から芦ノ湖の眺望が満喫できる道
の駅。売店では箱根土産の寄木細工などを
販売しており、みやげものとしても人気だ。

飯山観音 宮ヶ瀬ダムの観光放流
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古 都 鎌 倉 から海 軍 の 街・Y O K O S U K Aまで 、さまざまな 顔 を 持 つ

長井海の手公園・ソレイユの丘 逗子フォトより逗子マリーナ逗子マリーナ
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　 045-620-8535　 横浜
市西区高島2-18-1そごう横
浜店B2食品売場　 10:00～
20:00　 無休　 2500台　 
各線横浜駅東口から地下街
ポルタ経由で直結
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神奈川県国際文化観光局観光課
〒231-8588  神奈川県横浜市中区日本大通1  TEL.045-210-5767

掲載の情報は2022年10月現在の情報です。時期による変動や臨時休業など、また新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定
休日・営業時間などが変更になる場合があります。また、各種イベント・祭りの中止や延期、期間変更などが発生する場合があり
ます。あらかじめご了承ください。

かながわのまつり

ドライブのお立ち寄りスポット

グルメ・特産品グルメ・特産品
ご当地代表グルメ

やっぱり魚

おみやげに

かながわに

名産あり！

伝統工芸

開催日／期間

13日前後 大磯の左義長 大磯町北浜海岸

上旬～３月上旬　 小田原梅まつり 曽我梅林・小田原城址公園

上旬～３月上旬　 まつだ桜まつり 西平畑公園（松田山ハーブガーデン）

上旬～３月上旬　　 三浦海岸桜まつり　 三浦市上宮田

下旬～４月上旬 衣笠さくら祭 横須賀市衣笠山公園

中旬 湘南江の島春まつり 藤沢市江の島ほか

3月～4月 やまきた桜まつり 御殿場線山北駅周辺の桜並木

上旬 あつぎ飯山桜まつり 飯山白山森林公園・飯山観音

第２日曜～第３日曜 鎌倉まつり 鶴岡八幡宮を中心とした市内一円

１５日

下旬　

日向薬師の春季例大祭 伊勢原市日向薬師

大岡越前祭

大岡越前祭(4月）鎌倉まつり(4月）

あつぎ鮎まつり(8月） お峯入り(10月）

貴船まつり(7月）湘南ひらつか七夕まつり(7月）

茅ヶ崎駅北口ほか

５月第２土曜日と
翌日曜日 大和市民まつり 引地台公園ほか

２２日 三之宮比々多神社の春季例大祭 伊勢原市三之宮比々多神社

第３土・日曜・29日 渋沢地区＝４月第３土・日曜
鶴巻地区＝4月29日

２９日 五所八幡宮例大祭 中井町五所八幡宮

下旬　 つつじまつり　　 県立あいかわ公園

2日前後 横浜開港祭 臨海パークほか

３日 ザ よこはまパレード（国際仮装行列） 山下公園前～伊勢佐木町6丁目

３日 小田原北條五代祭り 小田原城址公園とその周辺

相模川グラウンド（座架依橋上流）

４～５日 相模の大凧まつり
４～５日 座間市大凧まつり

相模原市新磯地区

５日 相模国府祭 大磯町国府地区内

下旬 曽我の傘焼まつり 小田原市曽我の里

最終日曜 道寸祭り 三浦市油壺荒井浜海岸

第１日曜 蛇も蚊も祭り 鶴見区生麦原神明社・道念稲荷神社

上旬 開成町あじさいまつり 開成町あじさいの里

上旬 横浜開港記念バザー 横浜公園

上旬の土・日
を含む３日間 湘南ひらつか七夕まつり 平塚駅北口商店街を中心とする

市内全域

第2日曜日 江の島天王祭 藤沢市八坂神社

13～14日（予定） 海南神社の夏祭り 三浦市三崎海南神社

海の日 浜降祭 茅ヶ崎市西浜海岸

第３日曜 高来神社の御船祭 大磯町高来神社・照ヶ崎海岸

中旬にぞめき、
下旬に本大会 神奈川大和阿波おどり 大和駅周辺

最終土曜及び
その前日 貴船まつり 真鶴町貴船神社～真鶴港・真鶴町内

上旬 よこすか開国花火大会 うみかぜ公園・三笠公園・
米海軍横須賀基地 ほか

第4土・日曜 上溝夏祭り 相模原市上溝商店街通り ほか

３１日～８月５日 芦ノ湖湖水まつり 湖水まつり＝７月３１日箱根町元箱根・芦ノ湖畔

１日 さがみ湖湖上祭花火大会 神奈川県立相模湖公園

丹沢湖花火大会 丹沢湖駐車場

上旬 川崎山王祭 川崎区宮本町稲毛神社

２、３日 湯河原やっさまつり 湯河原町一円

第１土 大井よさこいひょうたん祭 大井町役場周辺

第2土 清川村 青龍祭 清川村運動公園

第１土・日曜 あつぎ鮎まつり 厚木市内

5日　 鳥居焼まつり 箱根町箱根・芦ノ湖畔

第１土・日曜 足柄金太郎まつり 富士フィルム辻下グラウンド

上旬３日間 橋本七夕まつり 相模原市橋本七夕通り ほか
立秋の前日から
９日までの３日間 ぼんぼり祭 鶴岡八幡宮

中旬 鎌倉花火大会 由比ヶ浜海岸

１６日 三戸のお精霊流し 三浦市三戸浜海岸

13～14日　　 みうら夜市　 三崎下町商店街

１６日 箱根大文字焼 箱根町強羅

１６日 藤野のまつり 相模原市緑区 藤野神社

１７日 鵠沼皇大神宮例大祭 藤沢市皇大神宮

第４土曜 まつだ観光まつり 松田町・酒匂川町民親水広場・町内各所

下旬 湘南ひらつか花火大会 湘南潮来（相模川河口）

第４土・日曜 城山夏まつり 相模原市緑区川尻八幡宮

敬老の日前の金土日 お三の宮秋祭り 横浜市南区山王町・日枝神社

第４土・日曜 秦野たばこ祭 市立本町小、秦野市役所

初旬 伊勢原観光道灌まつり 伊勢原駅周辺

１２～１５日 十夜法要 光明寺

１0月頃 お峯入り 山北町皆瀬川神明社

初旬（予定） 川崎市制記念多摩川花火大会 多摩川河川敷

下旬 ふるさとまつり　 愛川町役場庁舎周辺

下旬 宮ヶ瀬ダムナイト放流　　 宮ヶ瀬ダム堤体下　

3日 箱根大名行列 箱根町湯本

3日 影向寺の縁日 川崎市宮前区野川・影向寺

第１土～クリスマス後の日まで 宮ヶ瀬クリスマスみんなのつどい 宮ヶ瀬湖畔園地ほか

第2土・日曜 にぎわい爆発！あつぎ国際大道芸 本厚木駅周辺

１７～１８日 飯泉観音だるま市 小田原市飯泉観音

まつり名 場所

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

秦野丹沢まつり

※20２２年10月現在　日程等が変更となる場合がございます。事前に確認のうえお越しください。

観光かながわNOW

箱根町

富士山や芦ノ湖を望む駅で
山菜そばやかき揚げそばを

　 0460-83-7310　 箱根町箱根381-22　 
　 9:00～17:00(レストラン9:00～15:50LO)
　 32台(大型8台 普通23台 身障者用1台)　 

道の駅data

山北町

水と緑に親しむ
憩いのパーキング

　 0465-77-2882　 山北町湯触317　 9:00～17:00(レストラン9:00～17:00) 
　 月・祝翌日（8月・11月は無休）・年末年始（12/28～1/３）　 31台(大型1台 普通27
台 身障者用3台)　 

道の駅data

西丹沢の玄関口に位置する、緑豊かな道の
駅。売店では地元産新鮮野菜や特産品、手
作りパンを販売。川魚料理も好評だ。周辺
ではオートキャンプや釣り、ハイキングも楽
しめる。

清川村

緑豊かな東丹沢山麓にあり
清川恵水ポークが人気

　 070-1316-9184　 清川村煤ヶ谷2129　 10:00～18:00（レストラン10:00～
15:30［土日祝は～17:00］）　 1月1日～3日　  80台(大型2台 普通77台 身障者用1台)
　 

道の駅data

東丹沢の山々を望む自然豊かなロケーショ
ン。朝採れ新鮮野菜や特産品の清川茶、丹
沢味噌、清川恵水ポークなどの人気商品を
取り揃えています。手作りパンやぼたもち
も大人気。2階キッチンでは恵水ポークを
使った豚丼や季節の恵水サンデーが人気。

市内の食肉センターから新鮮な豚肉が手
に入る厚木ならではのソウルフード。丁寧
にした処理されたホルモンは一度食べれ
ば病みつきに。
　 厚木市観光協会　 046-240-1220

厚木のホルモン

よこすか海軍カレー

三浦市から二宮町まで相模湾沿いの名
産。1月～3/10の禁漁期を除き、各地で
新鮮な生しらすが味わえる。
　 神奈川県しらす船曳網漁業連絡協議会(平塚
市漁協内)　  0463-21-0146

湘南の生しらす

丹沢や箱根山麓一帯の気候風土が良質
な茶葉を育てる。旨み、渋みがバランス
良く、山間地特有の香りがある。
　 神奈川県農協茶業センター
　 0465-77-2001

足柄茶

江戸後期から川崎大師の名物として親
しまれている。参道に並ぶ甘味処や土産
店での食べ比べも楽しい。
　 川崎大師久寿餅製造販売同業組合
　 044-266-4668

県内の名産、特産品などを通じて神奈川県の魅
力を体感できるアンテナショップ。採れたて野菜
や人気の銘菓など約250種がそろう。

久寿餅

日本有数のマグロ水揚げ量を誇る三
崎港。魚市場では入札の様子が見ら
れ、早朝から営業する食堂もある。
　 三浦市観光協会
　 046-888-0588

三崎のまぐろ三崎のまぐろ

神奈川県アンテナショップ
「かながわ屋」そごう横浜店

木材の風合いを活かしながら幾何学模
様を作り出す寄木細工。木象嵌は天然
木材を用いて絵画や図柄を表現。
　 （箱根物産連合会内）小田原箱根伝統寄木協同組合
　 0465-32-5252

箱根寄木細工・木象嵌

起源は江戸後期。近海で獲れる鮮魚と、箱根水系の良
質な水で作り上げる板付け蒸しかまぼこが名物。
　 小田原蒲鉾協同組合　  0465-22-4068

小田原のかまぼこ・ちくわ

鎌倉時代の仏師が作った
木彫彩漆の仏具が起源。
日本的な草花の絵柄を力
強く掘り上げるのが特徴。
　 伝統鎌倉彫事業協同組合
　 0467-23-0154

鎌倉彫

大山のとうふ

室町中期に箱根山系の木材を使った器
に漆を塗ったのが始まり。昭和59年、伝
統工芸品に指定された。
　 （箱根物産連合会内）伝統小田原漆器組合
　 0465-32-5252 「かながわの名産100選」は、神奈川県の伝統と風土に培われた、

工芸品、加工食品、農林水産品の中から、かながわの名産と呼ぶ
に相応しい100の品目を選定したものです。

名物・特産はもちろんのこと、ご当
地グルメなど多彩なラインナップで
より神奈川県を楽しめます。エリア・
季節などさまざまなシーンで神奈
川を感じてください。

小田原漆器

１３の蔵元は「名水」といわれる丹沢山系
の伏流水を仕込水としている。歴史ある
小さな蔵元が多く、伝統の製法で造られ
た日本酒が味わえると熱心なファンも。
　 神奈川県酒造組合　 046-228-6194

かながわの地酒

中国の代表的な菓子をアレンジした現
代風の菓子や、バリエーションも豊富な
中華まんじゅうは横浜中華街名物。
　 横浜中華街発展会協同組合
　045-662-1252

中華菓子・中華まんじゅう

もくぞうがん

横浜・川崎エリア横浜・川崎エリア横浜・川崎エリア横浜・川崎エリア

1859年の開港以来、文明開化の旗振り役を担った横浜。大型施設を多く抱えながら、開港当時の名残を残す
スポットも多く点在する。川崎は日本の産業を支えるものづくりの街。
全国から参拝客が訪れる厄除大師から近未来的な工場夜景まで、さまざまな表情を見せてくれる。

横浜ランドマークタワーやクイー
ンズスクエア横浜などショッピン
グやグルメが楽しめる施設が揃
う。横浜美術館、原鉄道模型博物
館、パシフィコ横浜などアート・文
化に触れられる施設も充実。 
　横浜市西区みなとみらい　 近隣P
利用　 みなとみらい線みなとみらい
駅すぐ

横 浜 みなとみらい21
よこはまみなとみらい21

MAP L-5

昭和33年の町並を再現した館内
にラーメン店7軒が集結。また、青
竹打ちのラーメン作り体験(事前
予約・4000円～)もできる。 
　045-471-0503　 横浜市港北区
新横浜2-14-21　 11:00～20:30LO

（土日祝10:30～）　 年末年始　 入場
料380円（小中高100円）　 175台　 
　 JR・地下鉄新横浜駅徒歩約5分

新横浜ラーメン博物館
しんよこはまらーめんはくぶつかん

MAP L-4 MAP L-7

元 町・山 手
もとまち・やまて

MAP L-5横浜市

約500m四方、大通りの全長約
300mの範囲に600軒超の店舗
がひしめく世界最大級の規模を
誇る中華街。本格中華が味わえる
飲食店だけでなく、中華食材や雑
貨、土産店も軒を連ねる。 
　横浜市中区山下町　 　各店舗によ
る　 近隣P利用　 みなとみらい線元
町・中華街駅すぐ

横 浜 中 華 街
よこはまちゅうかがい

MAP L-5横浜市 横浜市

横浜市

横浜港大さん橋国際客船ターミナル
よこはまこうおおさんばしこくさいきゃくせんたーみなる

MAP L-5

（C）Fujiko-pro

川崎市
藤子・F・不二雄ミュージアム

かわさきし ふじこ・えふ・ふじおみゅーじあむ

MAP K-3

多数の工場が密集する川崎臨海
部の京浜工業地帯。夜を迎えると
さまざまなプラントに作業用の明
かりが灯る「工場夜景」として注目
されている。バスや屋形船で鑑賞
する定期ツアーも開催。 
　 044-544-8229（川崎市観光協会）

川 崎 工 場 夜 景
かわさきこうじょうやけい

MAP N-4

YOKOSUKA軍港めぐり
よこすかぐんこうめぐり

MAP M-8

東京湾最大の無人島。手ぶらBBQ
や歴史遺産散策が楽しめる。 
　046-825-7144（トライアングル）
　横須賀市小川町27（三笠桟橋）　 　
　9:30～17:00（11～2月は16:00ま
で）　 欠航時　 往復乗船料1500円

（小学750円）入園料500円（小中250
円）　 近隣P利用　 京急線横須賀中央
駅徒歩約15分

無 人 島・猿 島
むじんとう・さるしま

MAP M-8

高さ11.31m、重量121tの露坐
大仏は鎌倉のシンボル。1252年

（建長4）より鋳造が始められた。
仏像としては鎌倉唯一の国宝。 
　0467-22-0703　鎌倉市長谷4-2-28
　8:00～17:30（10～3月は～17:00)
入場は各15分前まで　 なし　 300円

（小学150円) 　近隣P利用　 江ノ電長
谷駅徒歩約7分

鎌 倉 大 仏（ 高 徳 院 ）
かまくらだいぶつ（こうとくいん）

MAP K-7

鶴 岡 八 幡 宮
つるがおかはちまんぐう

MAP K-7

逗 子 海 岸
ずしかいがん

MAP K-8

神奈川の景勝50選の地。展望台
からは湘南の海岸線と丹沢連峰か
ら富士山や箱根・伊豆の山々まで
パノラマで見渡せる。桜の名所、夜
景100選にも選ばれている。 
　平塚市万田790　　  見学自由　 無
料　 約70台　 JR平塚駅バス約23分

（湘南平下車）すぐ

湘 南 平
しょうなんだいら

MAP H-7

古くから信仰を集める江島神社を
はじめ、史跡や絶景、グルメなど魅
力満載。江の島サムエル・コッキン
グ苑や江の島岩屋、龍恋の鐘、江
の島弁財天仲見世通りなど、見ど
ころ多数。 
　 藤沢市江の島　　  散策自由　 近
隣P利用　 小田急線片瀬江ノ島駅徒歩
約15分

江 の 島
えのしま

MAP J-8

ち が さき サ ザンＣ
ちがさきさざんC

MAP I-7

プロの試合も行われる球技場、
わんぱく広場、ふれあい動物園や
桜の広場など、幅広い施設が整
う公園。 
　 0463-35-2233(総合公園管理事務
所) 　平塚市大原1-1 　散策自由 　
　 927台 　JR平塚駅 バス約7分(総
合公園下車)すぐ

平 塚 市 総 合 公 園
ひらつかしそうごうこうえん

MAP H-7

相模湾に生息する2万匹の魚たち
が群泳する大水槽は壮観！
　0466-29-9960 　藤沢市片瀬海岸
2-19-1 　9:00～17:00（平日、冬期
など変動あり） 　無休 　 2500円（高
1700円、小中1200円、幼児800円）　
　周辺駐車場利用 　小田急線片瀬江
ノ島駅徒歩3分

新 江ノ島 水 族 館
しんえのしますいぞくかん

MAP J-7

2022年7月開館。自然や歴史など
茅ヶ崎の魅力を発信。 
　0467-81-5607  　茅ヶ崎市堤3786-1
　 9:00～19:00(入館30分前)　 月･年
末年始※臨休あり 　基本展示無料 　
　22年はなし　 JR茅ヶ崎駅バス約18
分(堤坂下下車)徒歩15分

茅ヶ崎 市 博 物 館
ちがさきしはくぶつかん

MAP I-7

2つの源泉が一度に楽しめる公営
日帰り温泉。カルシウムを多く含ん
だ良質な出湯。 
　0463-69-2641　 秦野市鶴巻北
3-1-2　 10:00～21:00(入館20:30
まで)　 月・12/31　 1000円(小中
500円)タオル貸出あり (有料)　 40台
　小田急線鶴巻温泉駅徒歩2分

鶴 巻 温 泉 弘 法 の 里 湯
つるまきおんせんこうぼうのさとゆ

MAP G-6

大 山
おおやま

MAP G-5

相模国一之宮として信仰され、八
方除の神様として1600年以上地
元で親しまれている。あらゆる厄
災から身を守り、縁結びのパワー
スポットとしても知られている。 
　 0467-75-0004　 寒川町宮山3916
　 6:00～日没　 400台　 JR宮山駅徒
歩約5分

寒 川 神 社
さむかわじんじゃ

MAP I-6

戦後の内閣総理大臣・吉田茂の邸
宅を復元。湘南の丘陵と海がテー
マの資料館も併設。 
　 0463-61-4777　 大磯町西小磯
418　 9:00～16:30（入館30分前ま
で）　 月･毎月1日･年末年始　 510円

（中高210円）　 23台　 JR大磯駅バ
ス約5分（城山公園前下車）徒歩約5分

旧 吉 田 茂 邸
（大磯町郷土資料館別館）

きゅうよしだしげるてい

MAP H-8

山頂の展望台からは360度の大
パノラマ。箱根、丹沢、富士山が手
に取るような近さに感じられる。南
に広がる相模湾は、晴れた日には
大島や初島も眺められる。 
　0463-72-3611（吾妻山公園管理事
務所）　 二宮町山西1093　 8:30～
17:00　 無料　 JR二宮駅徒歩約5分

吾 妻 山 公 園
あづまやまこうえん

MAP G-8

MAP E-7

MAP G-5

MAP D-6

MAP D-9

創建2200余年の古社。大山詣り
は日本遺産。 
　 0463-95-2006 　伊勢原市大山
355 　大山阿夫利神社社務局9:00～
17:00 　近隣にあり 　小田急線伊勢
原駅バス約２５分（大山ケーブル下車）大
山ケーブルカー（阿夫利神社）からすぐ

大 山 阿 夫 利 神 社
BBQ、ドッグラン、ポニーとのふれ
あい体験などもあるキャンプ場。
美肌の湯として知られる天然温泉

「油壺温泉」も隣接。 
　非公開　 三浦市三崎町小網代1082 
　施設による　火・悪天候時　パーク
内無料(ペット有料) 　24h500円 　京
急線三崎口駅13分(油壺温泉下車)5分

けいきゅうあぶらつぼおんせんきゃんぷぱーく

京急油壺温泉キャンプパーク
おおやまあふりじんじゃ

MAP G-5
かながわけんすいどうきねんかん

神 奈 川 県 水 道 記 念 館

MAP I-6

逗子マリーナ・小坪漁港
ずしまりーな・こつぼぎょこう

MAP K-8

城ヶ島
じょうがしま

MAP L-10

葉山御用邸付属邸跡地の公園。博
物館には昭和天皇の御下賜標本
や深海生物の展示も。 
　046-876-1140　葉山町一色2123-1
　8:30～17:00（入園16:30まで）　 
　月、祝翌日　 300円（小中150円）　 
　20台　 JR逗子駅、京急線逗子・葉山
駅バス約14分（一色海岸下車）すぐ

葉山しおさい公園・博物館
はやましおさいこうえん・はくぶつかん

MAP K-8

鎌 倉 歴 史 文 化 交 流 館
かまくられきしぶんかこうりゅうかん

MAP K-7

三 笠 公 園
みかさこうえん

MAP M-8

真言密教の教えを広めた弘法大
師空海上人をご本尊とし、「厄除
けのお大師さま」として親しまれ
ている。 
　044-266-3420 　川崎市川崎区大
師町4-48 　5:30～18:00(10～3月
は6:00～17:30)※例外日あり 　700
台 　京急大師線川崎大師駅徒歩8分

川 崎 大 師（ 平 間 寺 ）
かわさきだいし（へいけんじ）

MAP N-4

横浜・八景島シーパラダイス
よこはま・はっけいじましーぱらだいす

JAXA相模原キャンパス
じゃくささがみはらきゃんぱす

MAP I-3 MAP H-5MAP F-3

実物大の小惑星探査機「はやぶ
さ」をはじめ、人工衛星やロケット
の模型などを展示した宇宙科学
探査交流棟が見学できる。 
　050-3362-3540　 相模原市中央
区由野台3-1-1　 10:00～16:00
　https://www.isas.jaxa.jp/visit/ 
を参照　 無料　 あり　 JR淵野辺駅徒
歩約20分

県内一の共販出荷量を誇るいち
ごの産地。1～6月にかけ、東名高
速道下から県道22号を結ぶ「スト
リベリーロード」を中心にいちご狩
りが楽しめる。直売所でも購入可。 
　046-235-8539（海老名市農政課）
　海老名市中河内地区　 　 各施設に
よる

い ちご 狩り
いちごがり

MAP I-6

千 本 桜
せんぼんざくら

MAP J-5

引地川両岸約1.3kmに渡り、ソメ
イヨシノを中心に約500本。春に
は川を囲む桜のトンネルに。 
　046-260-5799(大和市イベント観
光協会)　 大和市福田3345-15(千本
桜みどり橋周辺)　 なし（公共交通機
関利用）　 小田急線高座渋谷駅または
桜ヶ丘駅徒歩約15分

大和市

東丹沢七沢・飯山温泉郷
ひがしたんざわななさわ・いいやまおんせんきょう

MAP G-5・H-5

都心から最も近い情緒にあふれ
る温泉地。全国トップレベルの強
アルカリ泉質を誇り、美肌の湯と
して知られている。 
　046-248-1102（東丹沢七沢観光案
内所）　 厚木市七沢751-1　 9:00～
17:00（12～2月は16:00まで）　 　
　　　 施設による

座 間 の ひまわり畑
ざまのひまわりばたけ

食・運動・癒しをコンセプトに、「未
病」改善体験ができる施設。カフェ
やレストラン、森林セラピー、ワー
クショップなど、多彩なコンテンツ
が揃う。 
　0465-85-1113　 大井町山田300
　9:30～17:00　 年末年始　 入場無
料　 400台　 小田急線新松田駅バス
約10分（未病バレーBIOTOPIA下車）すぐ

B I O T O P I A
びおとぴあ

MAP F-7 MAP E-7

新鮮な魚介類が水揚げされ周辺
には磯料理店が点在。東洋のリビ
エラと称される風光明媚な景色
も魅力。 
　0465-68-0164(真鶴町漁協直販
所・水日祝休※臨休あり　 真鶴町真鶴
1947　 9:30～売り切れ次第　 近隣P
利用　 JR真鶴駅徒歩約30分

真 鶴 港 周 辺
まなづるこうしゅうへん

MAP F-10

温泉街に建つ美術館。四季の自
然を楽しめる庭園や足湯付オー
プンカフェもおすすめ。 
　0465-63-7788　 湯河原町宮上
623-1　 9:00～16:30(入館16:00ま
で)　 水・年末・展示入替等　 600円
(小中300円)　 12台　 JR湯河原駅バ
ス約12分（美術館前下車）すぐ

町 立 湯 河 原 美 術 館
ちょうりつゆがわらびじゅつかん

MAP E-10

厳 島 湿 生 公 園
いつくしましっせいこうえん

MAP G-7

弁天様として親しまれる厳島神社
を中心に、湿生地に木道をめぐら
し、東屋、芝生ひろば等を設置。蛍
やカワセミ、シラサギなど水辺の
動植物を観察できる。 
　中井町井ノ口1310 　 　散策自由
　無料　 20台　 JR二宮駅または小
田急線秦野駅バス約17分（北窪入口下
車）徒歩約3分

大 雄 山 最 乗 寺（道了尊）
だいゆうざんさいじょうじ

MAP E-8

天狗伝説が残る創建600年の関
東の霊場。精進料理や座禅などの
修行体験も可能。杉林は県指定
の天然記念物、初夏のアジサイや
秋の紅葉も見もの。 
　0465-74-3121　 南足柄市大雄町
1157　 境内自由　 無料　 250台 　
　伊豆箱根鉄道大雄山駅バス約10分

（道了尊下車）徒歩約4分

小 田 原 城 天 守 閣
（小田原城址公園）

おだわらじょうてんしゅかく
MAP F-8

本丸・二の丸の大部分と総構の
一部が国指定史跡。城址公園の
本丸に復興した天守閣は見学可。 
　0465-22-3818　 小田原市城内
6-1　 9:00～17:00（最終入館16：30）
　12月第2水、12/31～1/1　 510円
(小中200円)天守閣　 近隣民間Pあり
　 JR・小田急線小田原駅徒歩10分

西平畑公園の斜面に広がるハー
ブガーデンからは足柄平野や相
模湾、富士山を一望。夜景も絶景。 
　0465-85-1177　 松田町松田惣
領2951　 9:00～17:00（冬季は～
16:00）　 ハーブ館月～木・年末年始※
臨休あり 西平畑公園は月・火・年末年始
　無料　 70台・土日祝500円 　JR松
田駅徒歩約20分 小田急線新松田駅徒
歩約25分

松田山ハーブガーデン
（西平畑公園）

まつだやまはーぶがーでん

大 涌 谷
おおわくだに

MAP D-9

噴煙があがる火山活動の様子を
間近に見られる。地熱と火山ガス
の化学反応を利用した「黒たま
ご」が名物。 
　0460-85-5700（箱根町総合観光案
内所）　 箱根町仙石原1251　 9:00
～17:00（最終入場16：00・大涌谷園地）　
　普通車520円（16：00まで）　 JR小
田原駅バス約49分（大涌谷下車）すぐ

開 成 町 あじさ い の 里
かいせいまちあじさいのさと

MAP E-7

東京ドーム約3.6個分の広大な水
田地帯に約5000株のアジサイ
が咲き誇る。開成町あじさいまつ
りには約20万人が来訪する。 
　0465-84-0317（開成町産業振興課）
　開成町金井島1421　　 見学自由　 
　近隣P利用　 小田急線新松田駅バス
約7分（吉田神社入り口下車）すぐ

丹 沢 湖
たんざわこ

MAP D-6

富士山や春の桜、秋の紅葉など四
季折々の自然が楽しめる湖畔に
は、丹沢湖誕生の歴史を学べる施
設があり、ボートやサイクリング、
釣り、キャンプなども楽しめる。 
　0465-78-3415（山北町環境整備公社）
　山北町神尾田　 　 見学自由
　100台　 JR谷峨駅バス約30分（丹
沢湖下車）すぐ

漁港の駅 TOTOCO小田原
ぎょこうのえき ととこおだわら

MAP F-9

日本初の漁港の駅。漁港直送の
鮮魚や水産加工品、農作物などの
販売店、飲食店が集結。小田原の
魅力満載のお魚テーマパーク。 
　0465-20-6336 　小田原市早川
1-28 　9:00～17:00（食堂10:00～）
※季節により変更の可能性あり　166台 
　JR早川駅徒歩10分

万 葉 公 園・湯 河 原 惣 湯
まんようこうえん・ゆがわらそうゆ

MAP E-10

芦ノ湖 周 辺
あしのこしゅうへん

MAP D-9

関所や箱根神社など歴史薫るス
ポットをはじめ、海賊船やロープ
ウェイ、水陸両用NINJABUSなど
の周遊、家族で楽しめる箱根園水
族館など、見どころ満載。湖畔の
絶景ホテルや温泉宿も。 
　 箱根町箱根～元箱根

宮ヶ瀬 湖 畔 園 地
みやがせこはんえんち

MAP G-4

グランドゴルフ、カヌー、セグウェ
イツアー（土日祝のみ）やクリス
マスイルミネーションなど。 
　046-288-3600(宮ヶ瀬ダム周辺振
興財団)　 清川村宮ヶ瀬940-4　 　終
日解放　 無料　 30分無料　 小田急
線本厚木駅バス約50分（宮ヶ瀬下車）
徒歩約2分

宮ヶ瀬ダムの観光放流
みやがせだむのかんこうほうりゅう

MAP G-4

放流量が1秒間に30㎥、6分間の
ダイナミックな人工瀑布。 
　046-281-6911　愛川町半原5423
先（県立あいかわ公園）　 水、第2日、第
2、第4金の11時、14時　  12～3月　 
　無料　 あり・土日祝・繁忙期有料　 
　小田急線本厚木駅バス約60分（愛川
大橋下車）徒歩約20分

塩川滝
しおかわたき

MAP G-4

滝幅4m、落差約15m。アクセス
良好な秘境。 
　046-285-2111（愛川町観光協会）
　愛川町半原949（駐車場）※カーナビ
は「愛甲郡愛川町半原914（観泉荘こま
や）」で設定 　あり 　小田急線本厚木
駅バス約37分（馬渡下車）約15分

ロケ 地 めぐり
ろけちめぐり

MAP I-5MAP I-5 MAP I-5

城 山 公 園
しろやまこうえん

県 立 相 模 三 川 公 園
けんりつさがみさんせんこうえん

MAP I-5

横浜市・川崎市

横須賀・三浦エリア横須賀・三浦エリア横須賀・三浦エリア横須賀・三浦エリア
横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町

KAWASAKI
YOKOHAMA

相 模 川 を 中 心 に 豊 か な 自 然と歴 史 、文 化 が 息 づくエリア

県央エリア県央エリア県央エリア県央エリア

県中央部から東京都、山梨県との県境に位置する県央エリア。奈良時代から相模国の中心として栄え、
古くからの伝統行事・祭りなども数多く受け継がれている。
大学や研修施設、商業施設が集まる都市部と豊かな自然に恵まれた景勝地など、豊かな表情を見せてくれる。

相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村
県西エリア県西エリア県西エリア県西エリア

小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町

KENOU

古都の面影を色濃く残す鎌倉、日本にいながらにしてアメリカを感じられる横須賀、葉山御用邸など、
東京湾、相模湾、浦賀水道と海に囲まれた三浦半島を中心とするエリア。三浦を中心とした野菜やフルーツ栽培、
各地で水揚げされる鮮魚など、食の魅力も充実している。

相 模 湾 を 囲 み 、自 然 を 満 喫 できるマリンスポ ーツのメッカ

寒川神社

江の島

湘南エリア湘南エリア湘南エリア湘南エリア
平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町

相模湾や富士山を望む絶好のロケーションを誇るビーチも多く、１年を通してマリンスポーツを楽しむ人々が訪れる。
海のイメージが強いエリアだが、大山や丹沢など、登山やハイキングのコースも充実。
9世紀の文献にも記述が見られる寒川神社など、歴史的な見どころも多い。

SAGAMIHARA

AIKAWA

ZAMA YAMATO

AYASE
ATSUGI

EBINA

KIYOKAWA
丹沢、箱根外輪山などに抱かれた自然に溢れるエリア。酒匂川、丹沢湖、芦ノ湖、温泉街など、
水にまつわる観光スポットも多く、キャンプやバーベキュー、釣りなど、アウトドアを楽しむにはもってこい。
またこのエリアからの富士山の眺めは特に美しいことで知られている。

TIVOLI湯河原スイーツファクトリー

箱根峠
はこねとうげ

山北
やまきた

清川
きよかわ

南足柄市

個性的なグルメが充実
令和2年誕生の新スポット

　 0465-70-1815　 南足柄市竹松1117-1　 9:00～17:00（レストラン10:00～
17:00）　 106台（大型8台 普通95台 身障者用2台 EV充電1台）
 

道の駅data

相州牛、やまゆりポーク、かながわ鶏など地
産食材を使用したグルメや、足柄茶を使っ
た茶そばやソフトクリーム、パフェなどス
イーツも販売。地元生産者から毎日届く新
鮮な野菜や果物、卵、お土産品の販売も。

足柄・金太郎のふるさと
あしがらきんたろうのふるさと

県 内 各 所 で 配 布 中！
神奈川県観光ガイドブック

「カナガワDoカナ」とあわせて使える！
掲載の物件は、このマップにも掲載されています

観光かながわNOWでは、
神奈川の様々な魅力を
日々 発信中です。

KANAGAWA

祭

さがみ湖リゾート 
プレジャーフォレスト

さがみこりぞーと ぷれじゃーふぉれすと

725年(奈良時代)行基菩薩によ
り創建。桜やアジサイの名所とし
て知られ、かながわの花の名所
100選にも選定。 
　046-241-1635　 厚木市飯山5605 
　8:30～16:30　 あり　 小田急線本
厚木駅バス約25分（飯山観音前下車）
10分

飯 山 観 音  長 谷 寺
いいやまかんのん ちょうこくじ

海老名市 綾瀬市綾瀬市座間市海老名市

相模原市 厚木市 厚木市相模原市小田原市 南足柄市小田原市

中井町 大井町 松田町 山北町 開成町

箱根町 箱根町 真鶴町 湯河原町 湯河原町

横浜市 横浜市

平塚市 平塚市 藤沢市

藤沢市 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市 秦野市 伊勢原市

伊勢原市 寒川町 寒川町 大磯町 二宮町

川崎市 川崎市 川崎市

KAMAKURA

ZUSHI

HAYAMA

YOKOSUKA

MIURA

横須賀市 横須賀市 横須賀市 鎌倉市 鎌倉市

三浦市 MAP L-10三浦市 葉山町

逗子市逗子市鎌倉市

愛川町 愛川町 清川村

魅力全開、いいね神奈川
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