
足柄上郡中井町比奈窪104-1
0465-81-5546（中井町健康課）
平日9：00 ～17：00
土・日曜、祝日

未病センター・なかい健康づくりステーション
中井町保健福祉センター内にある「なかい健康づくりステーション」で2022年9月、VR
（バーチャル）サイクルが利用可能になりました。登録されている世界500のコースのほか、
中井町をめぐる25キロのオリジナルコースを走ることができます。利用料無料なのもうれ
しいところ。

無料￥

小田原市城内3-71
0465-22-3818
9：00 ～17：00（16：30入館締切）　　　年末年始
大人310円、小・中学生100円￥

小田原城 NINJA館（歴史見聞館）
戦国大名北条氏を支えた風魔忍者をモチーフに気軽に忍者体験ができる
スポット。敵地に忍び込む侵入術や隠形術、水の上を歩く水術の修業のほか、
からくり屋敷体験などができます。小学生におすすめ！

足柄下郡箱根町二ノ平1297
0460-82-4126
平日10：00 ～18：00、土日祝9：00 ～19：00

箱根小涌園ユネッサン
水着で遊べる温泉がテーマ。地中海をモチーフにしたスパやユネッ
サンキャラクターと遊べる子ども用風呂、コーヒー風呂やワイン風
呂などの変わり種風呂など、1日いても飽きない温泉テーマパーク！

大人2,500円、こども1,400円　ほか

パークゴルフ
クラブでボールを打ち、カップインするま
での打数を競うパークゴルフ。クラブ
1本とボール１個、ティーがあれば誰でも
簡単にプレーできます。県西地域には
広 と々したパークゴルフ場が揃っており、
家族でプレーするのに持ってこい！
※小学3年生以上の利用になります。

￥

9

8
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足柄下郡箱根町仙石原1251
0460-84-9605
9：00 ～16：00

大涌谷くろたまご館
大涌谷の温泉や火山ガスを利用して作られた大涌谷
名物の黒たまごは寿命が延びるという伝説も。お土
産が買える売店のほかに、飲食店「涌わくキッチン
&CAFE」などもあります。

10

足柄下郡箱根町箱根1
0460-83-6635
9：00 ～17：00（12月～2月は16：30まで）

箱根関所
江戸時代交通史の重要な史跡、箱根関所を復元した
施設。旅人たちに厳しい取り調べを行った大番所や
関所破りの罪人を拘留した獄屋などもあり、江戸時代
の雰囲気が味わえます。

大人 500円、小人 250円￥
木材工芸センター200円￥

11
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パパ ママ
も一緒に

体験・レジ
ャーパパ ママ

も一緒に

体験・レジ
ャー

最新技術から

伝統工芸まで、明日はどこいく ?

最新技術から

伝統工芸まで、明日はどこいく ?

大井町農業体験施設  四季の里
自然の中で農業やものづくりを体験できる四季の里。じゃがいも、さつ
まいもの収穫体験やみかん狩り、そば打ち体験など、様々な体験ができ
ます。また、地元産の農産物の直売も人気です。

足柄上郡大井町柳265
0465-82-3751
8：30 ～17：15（直売所は8：00 ～15：00）
月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

贈答用菓子メーカーの本店では、“五感で楽しむ”をコンセプトに、お菓子づくり体験、ミニ
工場見学ができます。親子でアイシングクッキー作りにチャレンジしてみては（土・日曜、祝
日 11：00～、13：30～。予約制）。クッキーバイキングやおしゃれなカフェも人気。

足柄下郡湯河原町土肥1-15-4
0465‐63‐0404
10：00 ～17：00
お菓子づくり体験　1人1,000 円

￥体験教室1回（1作品）
 1,100円（要事前予約）

do陶芸館
気軽に陶芸体験ができるスポット。指導経験豊富な先生が丁寧に教えてくれるので、
大人から子どもまで、初心者でも安心です。湯呑みやお茶碗を作る体験陶芸2時間
コースのほか、絵付け、金箔コースなどがあります。

10：00 ～16：00　　　　火曜（祝日の場合は営業）、元日、1月4日
足柄下郡湯河原町宮上42　　　　 0465-60-3205

￥

￥

体験陶芸2時間コース 中学生以上4,900円、小学生以下4,400円 ※送料別
絵付けコース 2,400円 ※送料別、金箔コース3,900円※当日持帰り可

ちぼり湯河原スイーツファクトリー

22

23

24

足柄下郡箱根町湯本84
0460-85-5646
10：00 ～16：00
年末年始

※営業時間、料金など詳細は各施設にお問い合わせください

㉕本間寄木美術館

￥

㉖畑宿寄木会館

寄木細工体験
江戸時代後期、箱根で生まれた伝統工芸、寄木細工。
寄木のコースター作りを通し、その繊細な技を体感して
みては。体験のほか、寄木細工作品の購入もできます。

check
point

足柄下郡箱根町仙石原1251　大涌谷くろたまご館1F
0460-83-8140
9：00 ～16：00
年中無休（臨時休館あり）

箱根ジオミュージアム
大涌谷にあり、大涌谷の地形模型やさわれる実物展示で箱根火
山の魅力が感じられる施設。大涌谷の見逃せないポイントを学ん
だ後は、外へ出て火山の息吹を感じてみよう！

21

南足柄市内山2870-5
0465-72-0404
木材工芸センター 9：00～16：30
（最終受付は15：30まで）　休館日あり

県立21世紀の森
自然の森の中で自由な散策と森林浴が楽しめます。
ほかには森林情報の展示がある森林館、木工体験が
できる木材工芸センター、丸太のシーソーがある子供
広場など。

12

check
point

南足柄市広町231
0465-71-0880
火曜（祝日の場合は翌日）
祝日の翌日、年末年始

⑬広町パークゴルフ場

南足柄市班目1547-90
0465-72-3688

⑭大口河川敷パークゴルフ場

足柄上郡松田町松田惣領885
0465-83-3331（パークゴルフ場管理棟）
月・木曜（祝日の場合は翌日）
年末年始

⑮川音川パークゴルフ場

足柄上郡山北町山北3313-4
0465-75-3789
水曜（祝日の場合は翌日）
年末年始

⑯山北町パークゴルフ場

足柄上郡開成町吉田島2710
0465-83-1331
木曜（祝日の場合は翌日）
年末年始

⑰開成水辺スポーツ公園

足柄下郡真鶴町真鶴1178-1
0465-68-5501
第3水曜
年末年始

⑱お林展望公園パークゴルフ場

足柄下郡湯河原町吉浜1987-8
0465-63-7288
木曜（祝日の場合は前日）
年末年始

⑲湯河原町総合運動公園パークゴルフ場

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休 休
休

寄木細工体験は1人900円

足柄下郡箱根町畑宿103
0460-85-8170
9：30 ～16：00
木曜、年末年始（臨時休館あり）
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フォレストアドベンチャー・箱根

箱根湯本駅より無料シャトルバスで約3分。本格的な樹上
体験ができる「アドベンチャーコース」、小さいお子さまから
挑戦できる「キャノピーコース」のほか、高さ７mの本格的ク
ライミングウォール「クリフチャレンジャー」など冒険気分が
たっぷり味わえます。

27

足柄上郡大井町山田 885（受付場所住所）
0465-85-1113

未病バレー 「ビオトピア」
「食」「運動」「癒し」、3つのコンセプトで楽しく「未病」改善体験ができ
る施設。広いオートキャンプ場ではまわりを気にせずゆったり過ご
せます。豊かな森を散策したり星空を満喫したり。日帰りの「デイ
キャンプ」では、テーブルとイスだけを持ち込んで過ごすのも◎

デイキャンプ（11：00 ～16：00）3,000円～、
マイステイキャンプ（テント持ち込み・宿泊）7,500円～
※いずれも1サイトの料金 ※要HPからの事前申込

￥

1

足柄上郡松田町寄5605
0465-89-3113
4月～10月 9：00 ～17：00（受付は30分前まで）、
11月～ 3月 9：00 ～16：00（受付は30分前まで）
火曜（祝日の場合は営業）、年末年始

寄七つ星ドッグラン
やどりき

広大な敷地の中に、大型犬＆中型犬、中型犬＆小型犬、フリー、全天候型、
ビギナーズ、アジリティーの６種類のドッグラン！大きなドッグプールは深
さがなだらかに変化しているので、愛犬が安心して遊べます。愛犬と一緒
に楽しめるカフェ「寄七つ星カフェ」を併設。

大人（18歳以上）330円、子ども（3歳～17歳）220円、
犬1頭440円
※要狂犬病予防接種注射証明

￥

足柄下郡真鶴町真鶴894-1
0465-46-9274（真鶴町観光協会内）
9：00 ～16：00
年末年始、スミマルシェは火曜

￥

30

まなづる里海BASE31
海まで0分！観光や海遊び、いろいろなイベントの拠点「まなづる里海
BASE」。海産物や土産物が手に入る「スミマルシェ」、真鶴の様々な情
報が集まる「観光協会」などがある施設です。「スミマルシェ」で購入し
た海産物はその場で焼いて食べることもできます。

足柄上郡開成町吉田島3338
0465-82-8181
7：00 ～17：00（6月～9月は7：00～18：00） 　　火曜
1日券　大人5,000円、子ども2,500円（持ち帰り
5尾まで）

開成水辺フォレストスプリングス32
地下水を利用した３つの大きな池で、トラウトフィッシングが楽しめま
す。アクセスの良さと開放的な景色も人気の理由。レストハウス内のレ
ストランではボリュームたっぷり、新鮮なトラウト料理が味わえます（レ
ストランだけの利用も可）。

足柄下郡箱根町元箱根164
0460-84-8279 （9：00 ～20：00）

芦ノ湖キャンプ村
富士箱根伊豆国立公園内に位置する、約2万坪の広大な
敷地のキャンプ場。宿泊は別荘風コテージ、オートキャ
ンプ、テントサイトからお好きなスタイルで。レンタサイ
クルのほか本格的なフィンランド式の「ロウリュウ」が楽
しめるテントサウナも！自然と調和する心地いい空間で
す。

宿泊：ケビン棟（独立タイプ）30,000円～、
オートキャンプサイト（電源有）7,500円～、
テントキャンプサイト2,000円～

￥

34

フォレストアドベンチャー・小田原

高速道路を降りてわずか3分、小田原駅から3kmとアクセス
抜群！高い木の上から滑車を使い滑り降りるジップスライド
が8つもある「ディスカバリーコース」のほか、3コース 12アク
ティビティを45分間遊び放題の「キッズコース」もあり、子ど
もも楽しめる大人の冒険施設です。

小田原市久野4391
080-4330-4030
9：00 ～16：30
木曜（季節により変動あり）、年末年始
ディスカバリーコース
　（小学1年生以上かつ身長110cm以上、体重110kgまで）
　所要時間2～ 3時間（最終スタート時間は14時）／
　18才以上3,800円、小学1年生～17才3,000円
キッズコース（ 身長90cm以上、小学3年生まで参加可能）
　小学3年生以下2,000 円（45分間遊び放題）

￥

28

アウトド
ア・キャン

プで

自然を満
喫アウトド
ア・キャン

プで

自然を満
喫 日常を忘れて深呼吸！

日常を忘れて深呼吸！

足柄下郡箱根町湯本字茶の花749-1
080-4219-2206
8：30 ～16：00（季節により変動あり）
不定休、年末年始
アドベンチャーコース
　（小学4年生以上もしくは身長140cm以上、体重110㎏まで）
　所要時間約1.5 ～2時間／3,800円
キャノピーコース（身長110cm以上、体重110kgまで）　
　所要時間約1時間／2,800円
※詳しい参加条件はHPまたはお問い合わせください

￥

森へ入る方法の一つであるマウンテンバイクを気軽に楽し
めるスポットです。インストラクターが初回講習で丁寧に教
えてくれるので、初めての方でも安全に乗ることができま
す。経験者向けには「スネークトレイル」「クロカントレイル」
など多種多様なレベルのコースがあります。森の中を走る
爽快感を体感してみて。
小田原市荻窪
080-2018-3892
水・土・日曜、祝日の10：00 ～16：00
【初心者向けA-1講習】3,500円ほか￥

check
point

check
point

南足柄市広町1544（足柄森林公園 丸太の森内）
0465-46-8879
4月～10月9：00～17：00、11月～3月9：00～16：00
※90分入替え制
月曜（祝日の場合は翌日、8月無休）、年末年始

森の空中あそび パカブ
「パカブ」は漁師が編んだ巨大な網。森の中に張り巡らさ
れた網の上で跳ねる、吊り橋をユラユラ渡る、空中迷路を
楽しめるほか、空中ミニサッカーやバドミントン、ドッチ
ボールなど、家族で自由自在に遊べる空間です。フラン
スのブルターニュ地方発祥のパカブで遊ぼう！

7歳以上2,000円、3歳～ 6歳750円、
2歳以下無料（保護者は有料）

￥

33

check
point

check
point

check
point

フォレストバイク29

check
point

check
point

check
point

check
point

休 休

休

休

休

休

※ビオトピアについては
　P.3へ！
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フォレストアドベンチャー・箱根

箱根湯本駅より無料シャトルバスで約3分。本格的な樹上
体験ができる「アドベンチャーコース」、小さいお子さまから
挑戦できる「キャノピーコース」のほか、高さ７mの本格的ク
ライミングウォール「クリフチャレンジャー」など冒険気分が
たっぷり味わえます。

27

足柄上郡大井町山田 885（受付場所住所）
0465-85-1113

未病バレー 「ビオトピア」
「食」「運動」「癒し」、3つのコンセプトで楽しく「未病」改善体験ができ
る施設。広いオートキャンプ場ではまわりを気にせずゆったり過ご
せます。豊かな森を散策したり星空を満喫したり。日帰りの「デイ
キャンプ」では、テーブルとイスだけを持ち込んで過ごすのも◎

デイキャンプ（11：00 ～16：00）3,000円～、
マイステイキャンプ（テント持ち込み・宿泊）7,500円～
※いずれも1サイトの料金 ※要HPからの事前申込

￥

1

足柄上郡松田町寄5605
0465-89-3113
4月～10月 9：00 ～17：00（受付は30分前まで）、
11月～ 3月 9：00 ～16：00（受付は30分前まで）
火曜（祝日の場合は営業）、年末年始

寄七つ星ドッグラン
やどりき

広大な敷地の中に、大型犬＆中型犬、中型犬＆小型犬、フリー、全天候型、
ビギナーズ、アジリティーの６種類のドッグラン！大きなドッグプールは深
さがなだらかに変化しているので、愛犬が安心して遊べます。愛犬と一緒
に楽しめるカフェ「寄七つ星カフェ」を併設。

大人（18歳以上）330円、子ども（3歳～17歳）220円、
犬1頭440円
※要狂犬病予防接種注射証明

￥

足柄下郡真鶴町真鶴894-1
0465-46-9274（真鶴町観光協会内）
9：00 ～16：00
年末年始、スミマルシェは火曜

￥

30

まなづる里海BASE31
海まで0分！観光や海遊び、いろいろなイベントの拠点「まなづる里海
BASE」。海産物や土産物が手に入る「スミマルシェ」、真鶴の様々な情
報が集まる「観光協会」などがある施設です。「スミマルシェ」で購入し
た海産物はその場で焼いて食べることもできます。

足柄上郡開成町吉田島3338
0465-82-8181
7：00 ～17：00（6月～9月は7：00～18：00） 　　火曜
1日券　大人5,000円、子ども2,500円（持ち帰り
5尾まで）

開成水辺フォレストスプリングス32
地下水を利用した３つの大きな池で、トラウトフィッシングが楽しめま
す。アクセスの良さと開放的な景色も人気の理由。レストハウス内のレ
ストランではボリュームたっぷり、新鮮なトラウト料理が味わえます（レ
ストランだけの利用も可）。

足柄下郡箱根町元箱根164
0460-84-8279 （9：00 ～20：00）

芦ノ湖キャンプ村
富士箱根伊豆国立公園内に位置する、約2万坪の広大な
敷地のキャンプ場。宿泊は別荘風コテージ、オートキャ
ンプ、テントサイトからお好きなスタイルで。レンタサイ
クルのほか本格的なフィンランド式の「ロウリュウ」が楽
しめるテントサウナも！自然と調和する心地いい空間で
す。

宿泊：ケビン棟（独立タイプ）30,000円～、
オートキャンプサイト（電源有）7,500円～、
テントキャンプサイト2,000円～

￥

34

フォレストアドベンチャー・小田原

高速道路を降りてわずか3分、小田原駅から3kmとアクセス
抜群！高い木の上から滑車を使い滑り降りるジップスライド
が8つもある「ディスカバリーコース」のほか、3コース 12アク
ティビティを45分間遊び放題の「キッズコース」もあり、子ど
もも楽しめる大人の冒険施設です。

小田原市久野4391
080-4330-4030
9：00 ～16：30
木曜（季節により変動あり）、年末年始
ディスカバリーコース
　（小学1年生以上かつ身長110cm以上、体重110kgまで）
　所要時間2～ 3時間（最終スタート時間は14時）／
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キッズコース（ 身長90cm以上、小学3年生まで参加可能）
　小学3年生以下2,000 円（45分間遊び放題）

￥

28

アウトド
ア・キャン

プで

自然を満
喫アウトド
ア・キャン

プで

自然を満
喫 日常を忘れて深呼吸！

日常を忘れて深呼吸！
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080-4219-2206
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キャノピーコース（身長110cm以上、体重110kgまで）　
　所要時間約1時間／2,800円
※詳しい参加条件はHPまたはお問い合わせください

￥

森へ入る方法の一つであるマウンテンバイクを気軽に楽し
めるスポットです。インストラクターが初回講習で丁寧に教
えてくれるので、初めての方でも安全に乗ることができま
す。経験者向けには「スネークトレイル」「クロカントレイル」
など多種多様なレベルのコースがあります。森の中を走る
爽快感を体感してみて。
小田原市荻窪
080-2018-3892
水・土・日曜、祝日の10：00 ～16：00
【初心者向けA-1講習】3,500円ほか￥

check
point

check
point

南足柄市広町1544（足柄森林公園 丸太の森内）
0465-46-8879
4月～10月9：00～17：00、11月～3月9：00～16：00
※90分入替え制
月曜（祝日の場合は翌日、8月無休）、年末年始

森の空中あそび パカブ
「パカブ」は漁師が編んだ巨大な網。森の中に張り巡らさ
れた網の上で跳ねる、吊り橋をユラユラ渡る、空中迷路を
楽しめるほか、空中ミニサッカーやバドミントン、ドッチ
ボールなど、家族で自由自在に遊べる空間です。フラン
スのブルターニュ地方発祥のパカブで遊ぼう！

7歳以上2,000円、3歳～ 6歳750円、
2歳以下無料（保護者は有料）

￥

33

check
point

check
point

check
point

フォレストバイク29

check
point

check
point

check
point

check
point

休 休

休

休

休

休

※ビオトピアについては
　P.3へ！

10 11



w
es
t s
id
e 
G
ou
rm
et

海を目の前に福浦・真鶴などの港に揚
がった朝獲れ鮮魚を味わえる漁業協同
組合直営の食堂です。ボリュームたっぷ
りなのでシェアしても。

真鶴定食（おまかせ刺身 ほか）

漁港の駅 TOTOCO小田原

小田原漁港とと丸食堂（2F）イチ押しのどんぶりです。こぼれんばかりに盛られ
たまぐろやいくらの魚貝を豪快に召し上がれ！3Fには食べ放題のお店も。

とと丸頂上丼

小田原市根府川657
0465-29-1393
10：30 ～15：00　　水・木曜、年末年始

きのこ苑お山のたいしょう

海を見渡す絶景の中、原木栽培の採れたてしいたけを炭火で味わえます。
冬は身がしまり更に食感が良くなるそう。しいたけ狩りもできます。

山・森・湖・海に恵まれたこの地域には、自然の恵みを活かした
グルメがいっぱい！この地を訪れたならぜひ味わいたい個性豊
かなメニューを紹介。

採れたてしいたけの炭火焼コース
しいたけ無2,000円～、しいたけ有2,300円～

35

南足柄市竹松1117-1
0465-70-1815
ふるさとゴハン食堂10：00 ～17：00（L.O.16:00）
（道の駅は9：00 ～17：00）

天狗伝説が残る足柄地域。足柄茶を使った甘すぎずさっぱりした滑らかな
ソフトクリームに天狗せんべいをトッピングした姿が映えます！

足柄茶ソフト 450円

南足柄市大雄町1125-2
0465-74-9801
10：00 ～16：00　
水・木曜

大雄山茶屋天んぐ 仁王門本店
つぶあん、みたらし、梅、味噌、抹茶のお団子と抹茶
または珈琲のセット。大雄山の緑と澄んだ空気、ジャ
ズの音色に包まれて五感で味わえます。

五色だんごセット（飲み物付）1,080円

足柄上郡開成町吉田島3726
0465-82-7770
11：00 ～14：30、17：00 ～20：00
日曜、年始

そば処 たちばな
地元食材にこだわり、野菜は農家から、お米は
開成町で作られるキヌヒカリを使っています。
その日の食材を活かしたアレンジが得意なお店
です。

天丼そばセット 1,460円

小田原市早川1-28
0465-20-6336
10：00 ～17：00（L.O.16:00／1F地場物産販売コーナーは9：00 ～）

2,480円

足柄下郡湯河原町福浦浜109-2
0465-20-7005
11：00 ～15：00（L.O.14：30）
水曜（月に2回水・木曜の
　連休有り、要電話確認）

2,552円

足柄上郡中井町比奈窪580（中井中央公園内）
0465-20-7393
10：30 ～16：00（10月～ 3月）　
月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

なかい里都まちCAFE
みかんラーメン

さ　 と

みかん果汁を練り込んだ「みかんラーメン」はここでしか食べら
れません！カフェは、ダイヤモンド富士を見ることのできる公園
内にあります。

650円

足柄上郡山北町神尾田759-9
0465-78-3240
11：00 ～15:00（土日は～16：00）
年末年始、不定休

冬季限定（11月～2月）の猪肉入り鍋。味噌仕立ての
スープに地元で採れたきのこや根菜が具だくさんで女
性にも人気です。三保ダムカレーも有名。

信玄なべ （しし肉入り鍋焼きうどん・小ライス付き）1,800円

県西グルメ

丹沢湖レストハウス丹沢湖レストハウス

福浦漁港 みなと食堂

山北町で山地酪農をする、薫る野牧場のジャー
ジー牛生乳を使って作る、ここでしか食べられ
ない無添加のソフトクリームです。

薫る野牧場ソフトクリーム

足柄上郡山北町山北2597-10
0465-25-0016
11：00 ～16：00　
水・木曜（金曜不定休）

400円

やまきたさくらカフェ

海の幸、
山の幸、

　　　　
いろんな

美味しい
ものをめ

ぐろう♪

小田原

小田原

南足柄

南足柄

山 北

開 成

湯河原

山 北

中 井

かお の

道の駅 足柄・金太郎のふるさと

休

休

休

休

休

休

休

36

37

38

39

40

41

42

43

※価格は全て税込です

12 13
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真鶴定食（おまかせ刺身 ほか）
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小田原漁港とと丸食堂（2F）イチ押しのどんぶりです。こぼれんばかりに盛られ
たまぐろやいくらの魚貝を豪快に召し上がれ！3Fには食べ放題のお店も。

とと丸頂上丼
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10：30 ～15：00　　水・木曜、年末年始
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冬は身がしまり更に食感が良くなるそう。しいたけ狩りもできます。

山・森・湖・海に恵まれたこの地域には、自然の恵みを活かした
グルメがいっぱい！この地を訪れたならぜひ味わいたい個性豊
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しいたけ無2,000円～、しいたけ有2,300円～
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または珈琲のセット。大雄山の緑と澄んだ空気、ジャ
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足柄上郡開成町吉田島3726
0465-82-7770
11：00 ～14：30、17：00 ～20：00
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※価格は全て税込です
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information

特設Webサイトでは、この冊子に掲載されている情報はもちろん、健康と美
に関心のある人向け県西地域おすすめスポットの情報も掲載されています。
このエリアめぐりが2倍楽しくなること間違いなし！
Webサイトなら、冊子を持たずに出かけても、現地から確認することができます。
ブックマークして、県西地域のお出かけに活用してくださいね。

特設Webサイトをチェック！

いつでもどこでも県西地域の情報がわかる！

県西地域では、健康と美に関心のある人向けお出かけ情報満載の「かながわ県西 発酵
めぐりの旅」スタンプラリーを同時開催。古民家カフェで知る発酵スイーツの魅力、個
性ゆたかな酒蔵が生み出す日本酒＆スイーツめぐりなど、健康と美を追求できる
チェックポイントがいっぱい！楽しみながらスタンプを貯められます。

“発酵めぐりの旅”デジタルスタンプラリーも開催中
パンフレットもあります！

あしがり郷 瀬戸屋敷 甘酒茶屋

神奈川県の「県西地域活性化プロジェクト」公
式Twitter、Facebookでも、県西地域の観光に
役立つ情報を発
信中。ぜひフォ
ローをお願いし
ます！

Twitter Facebook

Twitter、Facebookでも
独自の情報を発信中！

特設Webサイトは
こちらから

詳細はこちら

14

「未病いやしの里の駅」で割引やお得なサービス
が受けられる電子クーポンを配信中！左記の二

次元コードからクーポン画面を
提示するだけ！

「未病いやしの里の駅」のお得な電子クーポン！ 日帰り温泉もお得に！！

クーポン有効期限：2023年3月31日
施設ごとに利用条件が異なりますので、詳細は
二次元コードにてご確認ください。

46 真鶴町立中川一政美術館 47 町立湯河原美術館

かながわ県西地域には、ぜひ訪れたい、特色ある美術館も点在します。その中からテーマを絞った
ユニークなスポットをピックアップ。アートと向き合うひとときを過ごしてみませんか。

かながわ県西の

美術館をめぐる

個性あふれる

44 箱根ガラスの森美術館 45 星の王子さまミュージアム箱根町 箱根町

真鶴町 湯河原町

万葉公園近くにあり、現代
日本画家・平松礼二をはじ
め、近代日本画の大家・竹
内栖鳳や洋画家・安井曾太
郎ら湯河原ゆかりの画家の
作品約400点が所蔵されて
います。地元の豆腐屋・十
二庵プロデュースの併設カ
フェでは足湯も楽しめます。

平松礼二《路・ノルマンディの月》
岩絵具、金箔・麻紙、1997年

たっぷり野菜のがんもサンドセット

日本初のヴェネチアン・
グラス専門の美術館。広
い園内に「ヴェネチアン・
グラス美術館」と「現代ガ
ラス美術館」があります。
併設のレストランでは、う
かいブラッスリーグルー
プ総料理長監修の本格メ
ニューが味わえます。

休

足柄下郡箱根町仙石原940-48　　0460-86-3111
10:00 ～ 17:30（入館は17:00まで）　　大人1,800円ほか
2023年1月10日（火）～1月20日（金）

世界中で愛されている童
話『星の王子さま』の世界
初のミュージアムです。作
者サン＝テグジュペリの写
真や手紙、愛用品などの資
料や、映像により、彼の生
涯と物語の世界に深く触
れることができます。2023
年3月末の閉園前にぜひ。

貴族の館を模した
「ヴェネチアン・グラス美術館」

うかい特選牛ローストビーフ サン=テグジュペリが幼少期を過ごした
サン=モーリス・ド・レマンス城を再現

園内には王子さまの像も

足柄下郡箱根町仙石原909　　0460-86-3700
10:00～18:00（入園は17:00まで）　　大人1,600円ほか
第2水曜、2023年1月10日（火）～1月12日（木）、2023年3月は無休休

¥

Le Petit Prince™ Succession Antoine de Saint-Exupéry
Licensed by（株）Le Petit Prince™ 星の王子さま™

¥

真鶴町を拠点に97歳で亡
くなるまで精力的に創作
を続けた、日本洋画界の
巨匠・中川一政。油彩や
書、水墨岩彩などのコレク
ションから、常設展示や
テーマ展示などを通して、
約80～90点の作品が展
示されています。

¥
足柄下郡真鶴町真鶴1178-1　　0465-68-1128
10:00～16:00（入館は15:30まで）　　大人（一般）600円ほか
水・木曜（開館カレンダーに準ずる）

画伯の迫力ある絵をじっくり鑑賞できる 中川一政《駒ヶ岳》油彩・キャンバス、
1982年（89歳）真鶴町立中川一政美術館蔵 

休 休
¥

足柄下郡湯河原町宮上623- 1　　0465-63-7788
9:00～16:30（カフェは10:00～／入館は16:00まで）　　大人600円ほか
水曜（祝日の場合開館、翌平日休館）、年末、展示替え期間等
（事前にご確認ください）
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次元コードからクーポン画面を
提示するだけ！

「未病いやしの里の駅」のお得な電子クーポン！ 日帰り温泉もお得に！！

クーポン有効期限：2023年3月31日
施設ごとに利用条件が異なりますので、詳細は
二次元コードにてご確認ください。

46 真鶴町立中川一政美術館 47 町立湯河原美術館

かながわ県西地域には、ぜひ訪れたい、特色ある美術館も点在します。その中からテーマを絞った
ユニークなスポットをピックアップ。アートと向き合うひとときを過ごしてみませんか。

かながわ県西の

美術館をめぐる

個性あふれる

44 箱根ガラスの森美術館 45 星の王子さまミュージアム箱根町 箱根町

真鶴町 湯河原町

万葉公園近くにあり、現代
日本画家・平松礼二をはじ
め、近代日本画の大家・竹
内栖鳳や洋画家・安井曾太
郎ら湯河原ゆかりの画家の
作品約400点が所蔵されて
います。地元の豆腐屋・十
二庵プロデュースの併設カ
フェでは足湯も楽しめます。

平松礼二《路・ノルマンディの月》
岩絵具、金箔・麻紙、1997年

たっぷり野菜のがんもサンドセット

日本初のヴェネチアン・
グラス専門の美術館。広
い園内に「ヴェネチアン・
グラス美術館」と「現代ガ
ラス美術館」があります。
併設のレストランでは、う
かいブラッスリーグルー
プ総料理長監修の本格メ
ニューが味わえます。

休

足柄下郡箱根町仙石原940-48　　0460-86-3111
10:00 ～ 17:30（入館は17:00まで）　　大人1,800円ほか
2023年1月10日（火）～1月20日（金）

世界中で愛されている童
話『星の王子さま』の世界
初のミュージアムです。作
者サン＝テグジュペリの写
真や手紙、愛用品などの資
料や、映像により、彼の生
涯と物語の世界に深く触
れることができます。2023
年3月末の閉園前にぜひ。

貴族の館を模した
「ヴェネチアン・グラス美術館」

うかい特選牛ローストビーフ サン=テグジュペリが幼少期を過ごした
サン=モーリス・ド・レマンス城を再現

園内には王子さまの像も

足柄下郡箱根町仙石原909　　0460-86-3700
10:00～18:00（入園は17:00まで）　　大人1,600円ほか
第2水曜、2023年1月10日（火）～1月12日（木）、2023年3月は無休休

¥

Le Petit Prince™ Succession Antoine de Saint-Exupéry
Licensed by（株）Le Petit Prince™ 星の王子さま™

¥

真鶴町を拠点に97歳で亡
くなるまで精力的に創作
を続けた、日本洋画界の
巨匠・中川一政。油彩や
書、水墨岩彩などのコレク
ションから、常設展示や
テーマ展示などを通して、
約80～90点の作品が展
示されています。

¥
足柄下郡真鶴町真鶴1178-1　　0465-68-1128
10:00～16:00（入館は15:30まで）　　大人（一般）600円ほか
水・木曜（開館カレンダーに準ずる）

画伯の迫力ある絵をじっくり鑑賞できる 中川一政《駒ヶ岳》油彩・キャンバス、
1982年（89歳）真鶴町立中川一政美術館蔵 

休 休
¥

足柄下郡湯河原町宮上623- 1　　0465-63-7788
9:00～16:30（カフェは10:00～／入館は16:00まで）　　大人600円ほか
水曜（祝日の場合開館、翌平日休館）、年末、展示替え期間等
（事前にご確認ください）
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デジタル
スタンプラリー
開催中
12.17●2022

▲

20232.19●日
土

素敵な賞品をGET！

かながわ県西

2022年12月発行

詳しくは
P.7～14を
チェック！

❷小田原こどもの森公園 わんぱくらんど
❸県立おだわら諏訪の原公園
❾小田原城 NINJA館（歴史見聞館）
28フォレストアドベンチャー・小田原
29フォレストバイク
35きのこ苑お山のたいしょう
43漁港の駅 TOTOCO小田原

12県立21世紀の森
13広町パークゴルフ場
14大口河川敷パークゴルフ場
33森の空中あそび パカブ
36大雄山茶屋天んぐ 仁王門本店
37道の駅 足柄・金太郎のふるさと

❺中井中央公園
❽未病センター・なかい健康づくり
　ステーション
40なかい里都まちCAFE

❶未病バレー 「ビオトピア」
❼おおい中央公園
22大井町農業体験施設  四季の里

❹西平畑公園
15川音川パークゴルフ場
30寄七つ星ドッグラン

❻県立山北つぶらの公園
16山北町パークゴルフ場
38丹沢湖レストハウス
42やまきたさくらカフェ

17開成水辺スポーツ公園
32開成水辺フォレストスプリングス
39そば処 たちばな

小田原市

南足柄市

中井町

大井町

松田町

山北町

箱根町 真鶴町

湯河原町

開成町

10大涌谷くろたまご館
21箱根ジオミュージアム（2店共通）
11箱根関所
20箱根小涌園ユネッサン
25本間寄木美術館
26畑宿寄木会館
27フォレストアドベンチャー・箱根　
34芦ノ湖キャンプ村
44箱根ガラスの森美術館
45星の王子さまミュージアム

マークはスタンプラリーチェックポイントです
※大涌谷くろたまご館と箱根ジオミュージアムは共通の二次元コードです

18お林展望公園パークゴルフ場
31まなづる里海BASE
46真鶴町立中川一政美術館

19湯河原町総合運動公園パークゴルフ場
23do陶芸館
24ちぼり湯河原 スイーツファクトリー
41福浦漁港 みなと食堂
47町立湯河原美術館

発行：神奈川県地域政策課　企画・編集：一般社団法人かながわ西観光コンベンションビューロー（小田原市栄町1-1-8）
スタンプラリーに関する問合せ　℡0465-23-1150　かながわ県西デジタルスタンプラリー事務局（ハルネ小田原内、10：00～17：00）
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湯河原町 真鶴町
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未病バレー
「ビオトピア」  P.3❶❶
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