
丹沢山系の伏流水が流れ込むこの地域

では、昔から酒造りが行われてきました。

澄んだ空気のなかでつくられるこだわり

の日本酒。酒蔵をめぐってそれぞれの

個性を感じてみませんか。

県西の

酒蔵を
めぐる

個性的なお酒
そろってます

1個340円　アルコール0.2％
「HAKONEYAMA」（左）と「曽我の誉」（右）

HAKONEYAMA
井上酒造

曽我の誉
石井醸造

四季の里直売所、オンラインショップ「あしがら市場」で購入可能！

焼き上げたケーキ
に松みどり純米吟
醸酒を染み込ま
せ、1ヵ月間熟成。
冷やすと、しっと
り美味しい！

1個1,480円

松みどり酒ケーキ
中沢酒造

「曽我の誉」純米
720ml
1,440円

❸ 石井醸造

曽我梅林近くの蔵元
「四段仕込み」にこだわり

明治3年（1870年）創業。もろみを通常の3回に
分けて仕込む「三段仕込み」ではなく、4回に分
けて仕込む「四段仕込み」 にこだわり、コクや
芳醇さを追求しています。代表銘柄は「曽我の
誉」、「箱根街道」。
「曽我梅林の梅
酒」は全国梅酒品
評会2022日本酒
梅酒部門で金賞
を受賞しました。

寛政元年（1789年）創業。230年以上にわたり、ミ
ネラル豊富な自社井戸の硬水を、仕込み水として
います。代表銘柄は「箱根山」。昭和42年（1967年）
に海外輸出向けに誕生し、今も飲み継がれていま
す。神奈川生まれ
の柑橘「湘南ゴー
ルド」と「箱根山」を
使った「湘南ゴー
ルドのお酒」は飲
みやすいと特に女
性に人気。

足柄上郡大井町上大井954
0465-82-3241
9:00 ～ 17:00
日曜、祝日

❹ 井上酒造

県内屈指の老舗酒蔵
「酒は人柄が造る」が信念

大井町

純米酒「箱根山」
720ml
 1,430円

足柄上郡大井町上大井552
0465-82-0325
8:00～17:00
日曜、祝日（冬季）

❺ 中沢酒造

時の藩主が名付けた
「松みどり」が看板商品

松田町

箱根町大井町

松田町

小田原市

松みどり 純米酒
720ml
1,430円

足柄上郡松田町松田惣領1875
0465-82-0024
9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
不定休 

丹沢山【吟醸造り純米酒】
720ml
1,595円

❻ 川西屋酒造店

深い味わいと余韻を残す
純米酒のみを醸造

山北町

❼ 瀬戸酒造店

開成町ならではの日本酒と
発酵の魅力を探求

開成町

酒田錦 純米
720ml
1,650円

足柄上郡開成町金井島17
0465-82-0055
10:00 ～ 19:00 
月～水曜（祝日は営業）休

酒粕 •  麹を使った
スイーツ

文政8年（1825年）創業。10代目が今も麹づく
りから酒の搾りまで全量手づくりにこだわっ
ています。5～10月は酒蔵見学も可能（要予約）。
蔵に隣接してい
る直売所では、展
示や試飲、商品の
購入ができます
（10:00～12:00、
13:00～16:00）。

創業は慶応元年（1865年）。1980年に自家醸造
を中断しましたが、2018年から醸造を再開。全
量小仕込みで丁寧な造りにこだわっています。
代表銘柄は幕末
からの銘柄を復
刻した「酒田錦」、
「セトイチ」、アジ
サイの酵母を使っ
た「あしがり郷」。
蔵見学は要予約。

明治30年（1897年）創業。全量純米蔵にこだわ
り、食中酒として料理と引き立て合う日本酒づ
くりを心がけている酒蔵です。地元農家と酒米
づくりから始め
た「丹沢山」、酒米
ごとの個性が堪
能できる「隆（りゅ
う）」シリーズが
二大銘柄。

大井町
江戸時代から続く老舗。栄養満点、ノ
ンアルコール。砂糖なしでもやさしい
甘みの甘酒でエネルギーチャージ！

甘酒　1杯400円

足柄下郡箱根町畑宿
二子山395-28
0460-83-6418
7:00～17:30（L.O.17:00）

甘糀と小田原産フルーツなど厳選
素材を使用した、心と身体にやさし
い糀スイーツ専門店。

CHECK
PO I NT

CHECK
PO I NT

CHECK
PO I NT

CHECK
PO I NT

CHECK
PO I NT

CHECK
PO I NT

CHECK
PO I NT

お酒だけじゃない

ほんのり日本酒の

良い香り♪

※価格は全て税込です

小田原市栄町１-1-15 
ミナカ小田原1F
080-9550-1000
10:00～20:00
（なくなり次第終了）

フルーツ甘糀
580円～

砂糖不使用でやさしい甘さ

足柄上郡山北町山北250
0465-75-0009
9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00
土・日曜、祝日

※駐車場がないため、ご注意ください。
休休

❾ 和桜
わ　  お❽ 甘酒

　 茶屋

酒蔵の酒粕を使用したアイス
です。 「HAKONEYAMA」は香り
高くすっきりした味わい、「曽我
の誉」は濃厚な風味です。

休 休

江戸の昔からずっと変わらない味の甘酒
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CHECK
PO I NT

CHECK
PO I NT

CHECK
PO I NT

県西の

発酵食品を

味わう

300g　864円
いいちみそ 神奈川ブレンド

370円

長芋入り湯種食パンや茄子パンなど、地元
産の野菜を使ったパンのほか、地元の果物
を使ったものも話題。町の特産フルーツ・
フェイジョアのパンも試してみて。

アップルショーソンパイ

休

足柄上郡大井町金子303瀬戸ハイツA102
0465-83-7341　　10:00 ～ 19:00 
月・木曜

120円

小田原の米粉を使ったパン・菓子のお
店。やさしい甘味の塩バターロールほ
か、あんパン、食パンなど、毎日4種類前
後が店頭に並びます。

塩バターロール

休

小田原市本町3-2-7
070-5561-2860
11:00 ～ 17:00
木曜

150円

自店で育てた小麦や
地元産牛乳を使った
パンが味わえます。
瀬戸酒造店の酒粕を
使ったセトイチあん
ぱんも人気。

トリュフ塩の塩パン

1,100円

16 こめこめこ かまぼこ通り店

小田原市栄町1-1-15
ミナカ小田原1F
0465-20-4363
10:00 ～ 20:00

足柄上郡中井町井ノ口943-10
0465-81-5272　　8:00～17:00
土・日曜、祝日

※野菜の収穫状況によ
り、掲載の品物がない
場合があります。店舗
にお越しの際は、事前
にお電話で在庫状況
をご確認ください

17 やきたてパンの店 ラシーヌ

足柄上郡山北町
川西652-30
0465-77-2001
8:30 ～ 17:00

CHECK
PO I NT

184円

ステンドグラスと教会を
思わせる外観が特徴のお
店。季節の限定商品をはじ
め、天然酵母も使い無添加
でパンをつくっています。

チョコクロワッサン

休

小田原市井細田594-12
0465-35-0008
8:00 ～ 19:00
（土曜は～ 18:00） 
日曜、祝日、不定休

19 ブランジェリー 
　 モン・サン・ミッシェル 

県西地域には豊かな自然の恵みを生かした様々な加工
食品があります。その中から、発酵をテーマにした選りす
ぐりの食品・メニューをご紹介。お出かけの途中に立ち
寄って、体の中からキレイになりましょう。

まだまだある

CHECK
PO I NT

CHECK
PO I NT

CHECK
PO I NT

CHECK
PO I NT

12 魚商 小田原六左衛門

14 農産物直販加工所 とれたて山ちゃん

11 マルハン食品

13 神奈川県農協茶業センター足柄直売所

10 加藤兵太郎商店 15 ベーカリールーム
　 YOKOYAMA

※価格は全て税込です

中井町でとれた新鮮な野菜にみ
そを加えてじっくりと時間をか
けて煮詰めた特産品。化学調味
料無添加で仕上げています。

各550円
足柄ピリカラみそ・足柄生姜みそ

味と香りにすぐれた神奈川のブ
ランド茶葉「足柄茶」をほどよく
発酵させたプレミアム紅茶。渋
味・甘味のバランスがとれた味
わいです。

50ｇ缶　864円箱根山麓紅茶プレミアム
みかんをはじめ山北町産の農産物
や加工品を販売。手作りみそ「山ちゃ
んみそ」のほか、地元の素材で作っ
た柚子こしょうが一押しです。

550g　550円山ちゃんみそ

430余年の歴史をもつ魚卸問屋が手
掛ける極上塩辛。いかの王様といわ
れるアオリイカを使い、独自製法で
刺身のような弾力・舌触りを実現。

100ｇ 864円王様塩辛

小田原市扇町5-15-6　　0465-34-7188
10:00 ～ 18:00（直売店営業時間） 
日曜、不定休

嘉永3年（1850年）創業の味噌蔵がつく
る「いいちみそ」。神奈川ブレンドは希少
な「津久井在来大豆」ほか県産原料を使
い、1年、発酵・熟成させています。

休

休

足柄上郡山北町向原1823-1
0465-75-3026
9:00 ～ 16:00 
月・木曜
（祝日の場合は翌日）
年末年始

休

足柄上郡開成町吉田島
2487-12 
0465-25-3386
7:00 ～ 17:00
（売り切れ次第閉店） 
日・月曜

CHECK
PO I NT

20 パン屋 秋日和
240円

真鶴産柑橘や野菜を使ったパンづくりが
評判。「レモンとベーコン」「甘夏ピールと
クリームチーズ」などここでしか味わえ
ないパンが揃っています。

甘夏ピールとクリームチーズ

休

足柄下郡真鶴町岩296-2
0465-46-6215
11:00 ～売り切れまで 
日・月・火曜

CHECK
PO I NT

さばみりんとリコッタチーズ

21 真鶴ピザ食堂 KENNY

CHECK
PO I NT

200円

薬剤師の経験から、食と健康を意識して
地元無農薬栽培食材を使った、無添加の
身体が喜ぶパン作りをしています。湯河
原レモンパンは「made in ゆがわら」認定。

湯河原レモンパン

休

足柄下郡湯河原町吉浜1921-50
0465-55-8749
10:00 ～ 17:00 
火・水曜

18 Olaloa YOSHIHAMA
オ ラ ロ ア 　 　 　 　  ヨ シ ハ マ

休

足柄上郡大井町山田300
未病バレー「ビオトピア」内
0465-85-1120
9:30 ～ 17:00　　年末年始

健康的なライフスタイルに寄りそうものが
集まったマルシェ。天然醸造のお醤油や有
機無添加のお味噌など発酵食品も多く取り
揃えています。

❶ビオトピア マルシェCHECK
PO I NT

鯖のみりん干しや、うずわ（ソウダガツ
オ）、鯵など、真鶴の干物を使ったピザは
ここならでは。テイクアウトもOKです。

※ビオトピアについてはP.3へ！

休

休

足柄下郡真鶴町真鶴402-1
0465-68-3388
11:00 ～ 19:30（L.O.）
（売り切れ次第閉店） 
木・金曜
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PO I NT

CHECK
PO I NT

CHECK
PO I NT
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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ご紹介。

23 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。 休

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

26 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

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

五色だんごセット（飲み物付）

28 福浦漁港 みなと食堂

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。 休

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）

真鶴定食（おまかせ刺身 ほか）

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。
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～）

海の幸、山の幸がたくさん♪

県西の
グルメ 中 井

小田原

開 成

山 北

湯河原

小田原

※価格は全て税込です

1,460円

27 なかい里都まちCAFE
さ　 と

2,552円

30 やまきたさくらカフェ

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。

休

薫る野牧場ソフトクリーム 400円

29 漁港の駅 TOTOCO小田原
とと丸頂上丼 2,480円

1,080円

25 丹沢湖
　 レストハウス

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。

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

信玄なべ
 （しし肉入り鍋焼き
 うどん・小ライス付き）
1,800円

南足柄

休

22 きのこ苑お山のたいしょう
採れたてしいたけの炭火焼コース

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

しいたけ無2,000円～、しいたけ有2,300円～

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。

休

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

みかんラーメン 650円

450円

24 道の駅 足柄・金太郎のふるさと

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

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） 

かお の

南足柄

山 北

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）

休

1312



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ご紹介。

23 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。 休

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

26 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

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

五色だんごセット（飲み物付）

28 福浦漁港 みなと食堂

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。 休

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）

真鶴定食（おまかせ刺身 ほか）

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。
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～）

海の幸、山の幸がたくさん♪

県西の
グルメ 中 井

小田原

開 成

山 北

湯河原

小田原

※価格は全て税込です

1,460円

27 なかい里都まちCAFE
さ　 と

2,552円

30 やまきたさくらカフェ

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。

休

薫る野牧場ソフトクリーム 400円

29 漁港の駅 TOTOCO小田原
とと丸頂上丼 2,480円

1,080円

25 丹沢湖
　 レストハウス

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。

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

信玄なべ
 （しし肉入り鍋焼き
 うどん・小ライス付き）
1,800円

南足柄

休

22 きのこ苑お山のたいしょう
採れたてしいたけの炭火焼コース

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

しいたけ無2,000円～、しいたけ有2,300円～

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。

休

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

みかんラーメン 650円

450円

24 道の駅 足柄・金太郎のふるさと

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

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） 

かお の

南足柄

山 北

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）

休

1312



information

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！

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。

33 真鶴町立中川一政美術館 34 町立湯河原美術館

¥
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）

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。

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、ファミリー
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、ファミリー向けお出かけ情報満載の「かながわ県西 家族でワクワク体
験」スタンプラリーを同時開催。自然の中でのアウトドア体験、寄木細工や陶芸などの
体験教室、絶景の中のびのび遊べる広～い公園など、家族で楽しめ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。

ファミリー向け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！

西平畑公園 フォレストアドベンチャー・小田原

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

「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。

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

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 

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。

31 箱根ガラスの森美術館 32 星の王子さまミュージアム

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

箱根町 箱根町

真鶴町 湯河原町

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

¥

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）

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

¥

休

詳細はこちら
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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）

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

¥

休

詳細はこちら

1514
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2022年12月発行

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）

AMAZAKE

FOOD

デジタルスタンプラリー開催中

MISO

BREAD

か な が わ 県 西

行って食べて
キレイになろう！

めぐりの旅
Hakko Meguri no Tabi

12.17●
2022

▲

20232.19●日
土

素敵な賞品をGET！

DRINK

山北町

丹沢湖

芦ノ湖

松田町

大井町 中井町開成町

南足柄市

小田原市

箱根町

湯河原町 真鶴町

❺
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❼
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❾12

15❶

3132

3334

詳しくは
P.7～14を
チェック！

MAP
かながわ県西

❾和桜／12魚商 小田原六左衛門（2店共通）
10加藤兵太郎商店
16こめこめこ かまぼこ通り店
19ブランジェリー 
　モン・サン・ミッシェル
22きのこ苑お山のたいしょう
29漁港の駅 TOTOCO小田原

23大雄山茶屋天んぐ
　仁王門本店
24道の駅 足柄・金太郎のふるさと

11マルハン食品
27なかい里都まちCAFE

❶未病バレー 「ビオトピア」
❸石井醸造
❹井上酒造
15ベーカリールームYOKOYAMA

❺中沢酒造

❻川西屋酒造店
13神奈川県農協茶業センター足柄直売所
14農産物直販加工所 とれたて山ちゃん
25丹沢湖レストハウス
30やまきたさくらカフェ

❷あしがり郷 瀬戸屋敷
❼瀬戸酒造店
17やきたてパンの店 ラシーヌ
26そば処 たちばな

❽甘酒茶屋
31箱根ガラスの森美術館
32星の王子さまミュージアム

小田原市

南足柄市

中井町

大井町

松田町

山北町

開成町

20パン屋 秋日和
21真鶴ピザ食堂KENNY
33真鶴町立中川一政美術館

18Olaloa YOSHIHAMA
28福浦漁港 みなと食堂
34町立湯河原美術館

箱根町

真鶴町

湯河原町

※和桜と魚商 小田原六左衛門は共通の二次元コードです
マークはスタンプラリーチェックポイントです

　未病バレー
「ビオトピア」

P.3

❶


