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レストラン

アメリカンクラブハウス

駅前通り明店街

忠 慶 苑

map

温泉場商店街
map

P.9

オープンキッチンの店内と素材の味にこだわる
アメリカンスタイルのレストラン
スペアリブ（７種類）各1800円・カニ味噌グラ
タン1000円・アップルパイアラモード850円。

11:00〜15:00
17:00〜22:30
休 月
0465-62-8300

P.9

創業５０年、店主厳選の肉と酒が自慢！
無煙ロースターのテーブル席とお座敷でゆった
りとお過ごし下さい。

※ランチ
特典 お食事の方に メニュー
珈琲サービス 除く

特典 1品サービス
17:00〜22:30(L.O.)
休 不定休

0465-63-2989

５

ステーキハウス 西

８

湯河原町宮上230-9

湯河原町土肥1-10-3

湘

温泉場商店街

ステーキハウス

map

亜伊由

中央商店街
map
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老舗お肉屋さん直営のステーキハウス
その日の仕入れた一番美味しい和牛を提供!

1983年創業、安心で上質なお肉を目の前の
鉄板で焼いて手頃な値段で食べられる

人気の特選和牛サーロインコースは１００グラム
５０００円(税別)。

お昼のランチは８００円。黒毛和牛ステーキ２５
００円から。
ステーキ注文の方
特典
ワンドリンクサービス
11:30〜14:00(L.O.)
17:00〜20:30(L.O.)

平日16:00〜22:00(L.O.)
土日祝11:30〜14:00

休 月

17:00〜21:30(L.O.)

3
0465-63-9122
湯河原町宮上42 メゾン
湯河原1F

休 木

0465-63-2105
３
湯河原町中央2-2-3
①

和

魚料理

うおたつ/鮮魚店 魚辰

温泉場商店街

和

map

和食・ランチ

i t t a（イッタ）

駅前通り明店街
map

P.10
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鮮魚店魚辰直営！舟盛・活魚・
車えび・伊勢海老料理など一品料理多数

懐石料亭で修行の主人が作る、うな重が人気
〆は京風だしのお茶漬けで楽しんで！

日替り定食(平日昼)1300円〜｡刺身盛・海鮮丼・
天ぷら・金目煮他各種定食1800円〜真向いの鮮
魚店では刺身盛りや金目の干物、魚惣菜も人気。

うな重（価格ＨＰ参照）あぶりチャーシューと塩カ
ルビの名物丼1100円 （税別）や手作り柑橘ソース
をかけて食べるブリュレも自慢の逸品。

特典 お食事の方鮮魚店買い物
5％引きと店内足湯無料
11:30〜14:00
17:00〜20:00
休 水・火不定休 ※要問合せ
0465-62-3113
12 バス可
湯河原町宮上73-1

和

おさかな料理

魚

繁

温泉場商店街
map

P.9

１Fは鮮魚店、２Fは直営活料理店!

②

うに丼(蟹･帆立焼付)月曜サービス2400円・日替
サービスランチ(７品付)1600円・大好評の海鮮丼
2500円・刺身御膳2500円等。活かわはぎ刺し等
一品料理も豊富（税別）。
自家製まぐろ
特典
角煮サービス
店
8:00〜19:00
食事処11:30〜14:30
休 火 17:00〜19:00(L.O.)
0465-62-2358
7
湯河原町宮上232

11:00〜15:30(L.O.)
休 月・火

0465-62-4493
熱海市泉99-1

和

季節料理

5

やまき

温泉場商店街
map

P.10

新鮮な魚、旬の食材を使った季節料理
メニュー豊富で気軽に飲食できる店
ランチタイムは、刺身定食1280円・天ぷら定食
1280円・鯵たたき定食1180円・ざるそば680円
など。
特典 定食注文の方に
1品サービス
11:30〜14:00(L.O.)
17:00〜20:30(L.O.)
休 木
0465-62-2852
３
湯河原町宮上454

鮨

秀

温泉場商店街

和

魚 仁

季節料理・地魚料理

map

駅前通り明店街
map

P.9
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人柄の温かさとネタの良さ
観光客にもお馴染みが多い老舗鮨店！
地魚にぎり2200円。そのほか穴子丼、バラちら
し、特上寿司などがおすすめ。

11:00〜14:00
17:00〜20:00
休 火
0465-63-1838

特典 吸い物・お新香
サービス

駅近で新鮮な海の幸を大満喫！
刺身定食2300円・天ぷら・アジフライが大人
気・地物煮魚定食・地物焼魚定食も有り（ラン
チメニュー）。三崎マグロ丼・海鮮丼・しらす
丼980円
小付け2点と
特典 デザートサービス
11:00〜14:00(L.O.)
休 月

0465-63-2454

４

湯河原町土肥2-2-2

湯河原町宮上454-35

そば処

小松庵

駅前通り明店街
map

北海道の契約農家が作る厳選そば粉(庄ちゃんそ
ば)を石臼で挽き、毎日打ちたての味を提供して
いる。駅近！おすすめは、天城産本わさびせいろ
1250円（税込）。

蕎麦なくなり次第終了

休 火

店裏町営

0465-62-3168
2台
湯河原町宮下29-6 30分券

和

和 は な （かずはな）

中央商店街
map

P.11
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厳選そば粉を石臼で挽き打ち立てを提供！

11:00〜17:00

2

地元天然素でリーズナブル
ど〜んと豪快で大満足間違いなし！
鮪に4種の季節の刺身+ボリューム満点のフライ
に茶わん蒸しなどが付く刺身フライ定食2200円
（税込）が 人 気 。 海 鮮 丼 ・ 煮 魚 定 食 ・ 焼 き 魚 定
食、鯵フライや牡蠣フライとぜひ迷って。

11:00〜14:00(L.O.)
17:00〜20:00(L.O.)
休 木
0465-62-0109
５
湯河原町中央1-5-18
③

寿司春

駅前通り明店街

剣

map

鮨

P.10

駅近で気軽に相模湾で獲れる地場ネタを！

駅前通り明店街
map

P.10

その日に水揚げされた地魚を使用
季節の魚を美味しく食べられる老舗鮨店

相模湾の地場ネタや各種新鮮な材料を取り揃える
寿司店。にぎり鮨(中)1500円・(上)1800円、ち
らし寿司(中)1600円・(上)2000円。

並寿司1300円〜おまかせ寿司2800円他予約にて
煮魚も。カウンターと座敷で20名様。

特典 お吸い物サービス

特典 梅の宴開催中に限り
カニ汁サービス

11:30〜23:00

11:00〜23:00

休 月

休 月

0465-62-5887

5

湯河原町土肥1-10-17

0465-62-9409

5

湯河原町土肥5-10-11

あなたのお店・会社の商品や工芸品
を『made in ゆがわら』
に応募しませんか！

たかはし

手打ち蕎麦 湯蕎庵

サンサン通り街
map

P.11

湯河原町を訪れた観光客の方へのおもてなしができ
るもので下記条件が1つでも当てはまる方ご応募くだ
さい。町、商工会と一緒に湯河原特産をアピール!

ーmade in ゆがわらに応募できるものー
①湯河原町内で収穫された産品又は、湯河原町内で
収穫された原材料主に使用しているもの。
②湯河原町内で販売又は加工されているもの。
③湯河原町の地域活性化に意欲を持つ事業者が
生産しているもの、湯河原町民が薦めるもの。
④ネーミングやパッケージデザインに魅力があるもの。
類似品があっても特性に独自性のあるもの。
⑤古くから湯河原町の人の技術が施されているもの、
湯河原町内で10年以上営業している事業者が
生産しているもの。
④

※年1回の厳正な審査の後認定品が発表されます。
応募期間や詳細は湯河原町商工会へお問合せください。

十勝岳産臼挽きそば粉使用手打ちそば専門店！
カウンター7席・テーブル32席 (7卓) 。天せいろ
1900円・せいろ1100円・エビ天丼1650円・ランチ
セット有り。天丼セット1500円・しらす丼セット
1500円など。
11:30〜14:30(L.O.)
休 金

0465-62-7877
6
湯河原町土肥1-13-16

和

じねんじょ処

麦とろ童子

広域地図
map

P.12

目の前に広がる相模湾と絶品の麦とろ！
真鶴半島の三ツ石、遠くには三浦半島が相模湾
に浮かんで見える…そんな絶景ポイントで食事
が楽しめます。店内の小さなギャラリーはアー
ティストが月代わり。※売り切れの場合あり
お食事の方に限り

特典 コーヒー1杯サービス

月〜金 11:30〜17:00
土日祝 11:30〜19:00

休 水（祭日営業）

0557-88-5433

10

熱海市泉210

運海丸しらす直売所

広域地図
map
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神奈川県最西端! 朝獲れ生シラスや沖漬け直売
店主が船で獲ってきた100％湯河原福浦産しらす
直売所。生しらす、釜あげ、沖漬け、くぎ煮 (各
500円)取れたての味をぜひご賞味下さい！
※不漁、悪天候時休業のため要TEL確認

保冷剤サービス
特典 お1人さま1回

10:00〜15:00
休 水 1月〜3月10日迄
火〜木定休

090-4033-8932
湯河原町福浦467

3

和

割烹

し

ら

こ

駅前通り明店街
map
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魚は漁港から直接、野菜は契約農家から
厳選した季節の食材にこだわってます！
全国各地から直送された魚貝と契約農家から送
られた野菜をお好みで調理。お任せコース(要予
約)5,000円〜ご予算に応じます。ランチ時のみ
定食あり(海鮮丼、刺身定食、煮魚定食など)。
11:30〜13:45(L.O.)
18:00〜21:00(L.O.)
休 月
3
0465-63-6363
湯河原町土肥1-5-15

和

恵比寿茶屋

中央商店街
map
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長崎県平戸漁港、北海道小樽市場の朝獲れ
新鮮魚介類が食べられます！
店内の水槽から獲った活鯵で作る絶品アジフライ
は人気No1。25種類以上の御膳や天麩羅などメ
ニューも豊富。R135号沿いでアクセスよし！
ソフトドリンク
特典 1杯サービス
11:00〜14:30
18:00〜21:30
休 不定休
0465-60-3773
６
湯河原町中央1-1627-15
⑤

Cafe＆Bar

BON

温泉場商店街
map

めんや

北

斗

P.10

map

P.10

地元っ子も通うお店
昼はカフェ・夜はバーと2倍楽しい！

生のり麺、活きあさり麺、きのこ麺、
トマト麺など店主こだわりのラーメン！

お天気の良い日はオープンテラスもお洒落！
【昼】オムライス800円・コーヒー紅茶各400円他
【夜】ビール700円・焼酎ボトル4000円〜
おつまみ各種etc。
特典 担々やきそば800円→700円
11:00〜16:00
20:00〜24:00
休 水
0465-63-1839
2

麺は会津若松から極細・細・太麺の三種類を取り
寄せ、ネギは京都の九条葱、化学調味料不使用。
横浜ウォーカーでも紹介された店主のこだわりが
凝縮した味を楽しめます。

熱海市泉35

BISTROT

Nemo.

サンサン通り街

しあわせ中華そば食堂

にこり

P.11

湯河原駅から徒歩５分。ランチは1500円〜。
シェフお任せコースは要予約で2500円。
ディナータイムはシェフこだわりの料理と相性抜
群のワインが多彩。
11:30〜14:00(L.O.)
17:30〜22:00(L.O.)
休 水・木
0465-46-9535
3
湯河原町土肥4-2-16

11:30〜16:00(L.O.)
18:00〜24:00(L.O.)
休 不定休
2
0465-63-9220
湯河原町宮上459

map

アットホームな雰囲気のカジュアルフレンチ

⑥

温泉場商店街

中央商店街
map

P.11

こだわりの１杯を食べるならここ！
（2020.1月現在休業中HP確認）
らぁ麺 飯田商店姉妹店。
自家製手もみ麺使用。豚背ガラ・豚肉・鳥ガラ・
野菜を10時間以上炊き出したスープに自家製醤油
ダレでじっくり煮込んだチャーシューと特製ワン
タンがのる幸せの一杯をぜひ！
11:00〜15:00
18:00〜21:00

休 月夜・火

日/11:00
〜21:00

10
0465-60-3788
湯河原町土肥2-3-16

丸

福 （MARUFUKU）

駅前通り明店街

かまとら

map

温泉場商店街

駅近で製造直売！
旬の原料を極冷凍したもの丹精こめてひらいた
干物を販売している専門店。
カゴ入りあじ(4枚)800円〜・えぼ鯛(4枚)800円
〜他ばら売りも各種有り。
9:00〜17:00

map

P.9
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知る人ぞ知る週末限定
『お嫁ちゃんのシフォンケーキ』大人気！
味わい豊かな特製ひものを始め、鮮魚、伊勢海
老、あわび、さざえなどを販売。また、メディ
アでも取り上げられ、口コミ人気の週末限定お
嫁ちゃんのシフォンケーキも必見！
シフォンケーキ

7:30〜18:00 9:00〜
休 水・第2,4火 なくなり次第終了
有
0465-62-2876
湯河原町宮上366-8

休 年中無休

1

0465-63-6737
湯河原町土肥1-1-18

小梅堂

温泉場商店街
map

干物店

P.10

まるひ水産 高橋弘次商店

広域地図
map

P.12

1910年創業、元祖きび餅とかるかん饅頭！

日本産材料と品質にこだわった干物製造直売！

初代小松清之助が創製した小梅堂のきび餅は、
100年前の製法を守り無添加にこだわった素朴な
味わいが体に優しい昔ながらのお菓子です。
湯河原の「元祖きび餅」として100年の時を超え
今も尚愛され続ける老舗の味わいをぜひ。

アジ干物、かますの干物など品揃えも多く、自家
製塩辛もおすすめ。お好みの詰め合わせで全国配
送も承ります。
2千円以上お買い上
特典 げで粗品サービス

8:00〜16:00
休 木
0465-62-3325
湯河原町宮上483

8:30〜17:00
休 不定休

無

0465-62-9118
湯河原町吉浜159

5
⑦

和菓子処

味楽庵

温泉場商店街

P.9

ゑふや本店

温泉場商店街
map

P.10

和菓子作り体験やギャラリー見学も人気！

大正末期創業、湯河原名物きび餅の老舗！

幕山梅林の思い出に梅の和菓子「梅の一粒」、お
馴染みの「みかん最中」など銘菓揃い。菓子工場
と工芸菓子ギャラリーは無料見学できます。
店先の人車鉄道も人気のフォトスポットです。

毎朝蒸かす温泉饅頭とこだわりのきび餅が人気。
コシのあるフワフワのお餅と黄名粉のハーモニー
が絶妙のきび餅は16ヶ入770円〜、十勝産の手作
り餡の温泉まんじゅうも人気で8ヶ入700円〜。
16個以上の
特典 きび餅50円引
8:00〜18:00

特典 お茶と試食サービス
8:30〜18:00
休 無休 体験・ツアー火曜休

休 木

0465-63-3301
湯河原町宮上459

10

0465-62-5577
湯河原町宮上230

和菓子

胡仙堂

駅前通り明店街
map

4

きび餅本舗 かみむら製菓

P.10

中央商店街
map

P.11

銘菓『栗のこ』や季節の和菓子が充実！

菓味村ブランドのお菓子工場直売です！

手作りの味にこわだる千歳川沿いの和菓子店。
季節ごとに色取りどりのお菓子を揃えている。オ
リジナル和菓子の銘菓栗のこ・きび餅・赤飯・そ
の他季節のお菓子が充実。
特典 お菓子1品サービス

店舗はありません。工場直売で、きび餅の作りた
てが買えます。ご家庭用には量り売りがお得！
80gで税込み100円、300円ほどで小さな簡易パッ
クいっぱい買えます！
箱入のお土産品
特典 1割引

9:00〜18:00
休 木・不定休

⑧

銘菓

map

0465-62-7250
有
湯河原町土肥5-21-19

9:00〜17:00 昼休みあり
休 不定休

0465-63-3131
無
湯河原町土肥2-11-7

柑橘問屋

石澤商店

サンサン通り商店街
map

P.11

季節の柑橘と搾りたてオリジナルジュース！
お客様のニーズに合わせた量り売りや贈答用の詰
め合わせなど小売りも充実。１年中、旬のみかん
やオレンジが店頭をにぎわせています。品種やブ
レンドが日によって変わるオリジナル柑橘ジュー
ス（400円）はぜひ味わって！
9:00〜18:00 (夏季17:00)
休 日・12月は無休

0465-63-3212

4

サンサン通り商店街
map

P.11

ランチ後の昼カラオケも大好評！
サンサン通り商店街にオープン。オーナー自慢の
丸2日煮込んだコク深いカレーとハワイ仕込みの
ガーリックシュリンプが人気。昼カラオケの歌い
放題はコーヒー、ソフトドリンク、お茶、お菓子
付で1000円！お惣菜、弁当のテイクアウトも有。
昼11:00〜22:00(入店)
延長あり

休 水 月1回臨時休業有

湯河原町土肥2-16-4

⑫

Blue Wave

0465-46-6735
2
湯河原町土肥3-1-6ディックビル1F

MUSEUM CAFE

and garden

ニューウエルシティ湯河原

温泉場商店街

レストラン瀬音

map

P.10

地元人気豆腐店プロデュースのカフェ！
町立湯河原美術館にオープンした地元豆腐店
「十二庵」がプロデュースする身体に優しい豆
乳や豆腐を使用したカフェ。庭園に面したテラ
ス席もあるので、ゆったりとしたひと時を！
カフェのみ利用もOK！

10:00〜16:00(L.O.)

map

P.9

限定30食の日替わりランチが豪華でお薦め！
日替わりランチ（限定30食）1100円、休日は
スペシャルランチ（限定30食）1430円です。
ボリューム満点で大満足間違いなし！
ランチメニュー
特典 お一人様一品100円引
2020年4/30まで有効

11:30〜13:30

休 水

0465-63-8686

温泉場商店街

休 無休

15

0465-63-3721
熱海市泉107

（美術館）

湯河原町宮上623-1

青木精肉店

温泉場商店街
map

キッチン＆クレープ

127

おのづか

P.9

駅前通り明店街
map

P.10

肉の品質、お惣菜、自家製弁当、そろい踏みで人気！

駅近3分！食事系からスイーツ系まで種類豊富

黒毛和牛肉や豚、鶏肉などお肉の品質の良さと自
家製の惣菜も大好評。コロッケを買いに遠方から
足を運ぶ人も多く、チャーシューも大評判。
お弁当も予約制でやってます。インスタグラムは
こちら→ aoki̲nikuya̲yugawara

クレープ生地の美味しさを活かし、メニューも豊
富。値段もリーズナブル！季節の果物、自慢の手
造りカスタードをベースにしたメニューは人気。
自家製じゃがいも使用の具材など食事系も充実！

10:00〜19:00
休 木
0465-62-3501
7
湯河原町宮上247-16

12:00〜18:00
休 月・火 祝日は営業

0465-63-6204
湯河原町宮下637

2
⑬

BAR THE KING

中央商店街

カクテルはすべて搾りたてフレッシュフルーツ使用
1000円〜(ノンアルコールあり)。オーナー自ら買い付
けたアンティークが揃う店内は落ち着いたロンド
ンのパブ。アンティークランプで作るアイリッシュ
コーヒーや樽生ギネスもお薦め！Wi-Fi利用可。

金土深夜まで営業

温泉場商店街
map

P.9

女性一人でも気軽に入れる焼き鳥店！
自家製の塩と高速チタンバーナーで焼く焼き鳥の
専門店。鳥は水郷赤鶏を使用。特に白レバー、鳥
助オリジナルのタタキが人気。鉄釜使用30分間で
炊き上げる釜めしや大将手作りの豆腐は絶品！
初めて来店の方

特典 手作り豆腐サービス

スナック

梢

（こずえ）

2019年にOPENリーズナブルに楽しんで！

特典 飲み物1杯め半額

温泉場商店街
map

P.10

P.9

宮上会館バス停降りてすぐ。ビール・ワイン・カ
クテルが楽しめます。おつまみも500円〜とお手
ごろ価格でご用意。カラオケもあり、お一人様
2,000円〜3,000円で楽しめます。

⑭

map

3
0465-62-4729
湯河原町宮上292-8

BAR夜明け

0465-46-6331
無
湯河原町宮上246-1

温泉場商店街

休 月

無
0465-62-3600
湯河原町土肥3-9-24

休 不定休

助

17:00〜22:00(L.O.)

19:30〜24:00

20:00〜

鳥

P.11

川沿いに佇む趣きあるイングリッシュパブ！

休 日・水

焼き鳥と釜飯

map

地元育ちのママと温泉浴衣でくつろいで！
12席の小じんまりとしたお店でママと楽しく話が
弾みます。ビール中瓶700円、酎ハイ600円、ハ
イボール700円、ソフトドリンク500円つまみ･お
茶漬けetc500円〜と良心価格。通信カラオケ有。
宴会後にぜひ！
特典 手作り1品サービス
19:00〜24:00(L.O.)
休 不定休

0465-63-1803
090-5816-3009
湯河原町宮上763

2

古美術

爛 柯 （らんか）

駅前通り明店街

cosmetic

map

KATORI

P.10

駅前通り明店街
map

P.10

絵画・古陶・アンティークなど出張買取も！

美肌になる話題のOnsenMistはぜひお試しを！

絵画・古陶磁・浮世絵・古道具・洋物アン
ティーク類など品数豊富に取扱い廉価にて販
売。展示品以外にも多数あり、要望に応じてく
れる。初めての方も気軽に相談でき出張買取も
しています。
特典 来店記念品サービス
10:00〜17:00
休 不定休
0465-63-7033
無
090-7424-0788

駅から2分。ｱﾙﾋﾞｵﾝ・ｴﾚｶﾞﾝｽ・ｺｰｾｰ・資生堂な
どの化粧品やお肌プルツヤになる話題の
OnsenMistはおすすめ。湯河原温泉源泉100%
ミストで美肌の元もお持ち帰りできお土産にも
好評。
化粧品サンプル
特典
プレゼント

湯河原町土肥5-20-12

2020年開催予定

5

仏具・名香

茂登山

駅前通り明店街
map

P.10

アロマ効果のお香や香りのお線香など豊富！

8/29(土)16:00〜21:00

約30店が並ぶ人気の手作り市

11/22(日) ９：00〜14:00

JR湯河原駅から東南に延びる明
店街。駅より徒歩3分ほど、地
元ゆかりの手づくり作家の作品
が約30店舗並びます。祭ばやし
や大道芸などのイベントも行わ
れ、布小物、ガラス細工、パ
ン、干物、足湯etcと盛りだく
さん。ぜひお出かけください！

2021年
2/21(日) ９：00〜14:00

0465-62-9660

湯河原の
一味違う
手作り市

2/23(日) ９：00〜14:00
5/31(日) ９：00〜14:00

休 不定休

湯河原町宮下32-5

サニーパレス湯河原第二101

ぶらん市 駅前通り明店街

10:00〜18:00

アロマ効果のあるお香からお進物用のお線香・ロ
ーソク・念珠・造花・仏像・仏具など豊富な品揃
えのお店です。年中無休ですのでお気軽にお立ち
寄り下さい。
９:00〜17:30
休 無休

0465-62-2650
有
湯河原町土肥5-7-8
⑮

湯河原

パッキーボール

温泉場商店街

陶工房

map

P.9

向山窯

温泉場商店街
map

P.9

全16レーン、貸切やプロレッスンもできます！ 湯河原の土で湯河原蜜柑木灰釉薬の焼き物体験
２F･３F各8レーン全16レーンでオートスコア
ラー設置。一般（1G/580円）中学生以下
（1G/480円）貸靴330円。24名から１フロアー
貸切り可。ご希望によりプロボーラーレッスンも
可能です（要予約）。
1ゲーム50円引き
特典
1グループ有効
10:00〜22:00
休 火

(受付21:10)

普通車のみ

15
0465-63-0002
湯河原町宮上357-1
フラワー
アレンジメント教室

花の学校

駅前通り明店街

体験陶芸

map

do陶芸館

P.10

温泉場商店街
map

P.9

初めての方大歓迎！ハーバリウムも大人気

体験陶芸や絵付け体験など好きなコースで！

四季彩のまち湯河原でお花を習いませんか？
初めての方でも安心して楽しめます。本格的に学
びたい方はもちろん、事前予約で思い出作り体験
を♪話題のハーバリウムも大人気！

充実した設備の広い教室で陶芸を体験できます。
講師が親切に指導するので初めてでも安心。粘土
で好きな形を作り、模様も描ける体験陶芸は大人
4,900円 (税込)。素焼きのお皿に絵を描く絵付コー
ス2,400円(税込)。
送料込みの
特典 グループ割引あり
10:00〜16:00

特典 可愛いお土産付！
10:00〜18:00
休 随時開催予約制

⑯

相模湾を見下ろすのぼり窯のある工房で、オリジ
ナルの作品を作りましょう。自然に囲まれ、海を
見下ろす眺望の中で、ひととき日々の生活を忘れ
て陶芸三昧はいかがですか・・・。
本誌持参で
特典 指導料10％引き
10:00〜12:00
14:00〜16:00
休 木
7
0465-62-1854
湯河原町宮下753-25

0465-62-0006
10
湯河原町宮下626宮下会館

休火

0465-60-3205
湯河原町宮上42

5

ニューウエルシティ湯河原

温泉場商店街

いずみの湯

map

P.9

午前11:00〜翌朝9:00までの長時間営業！
湯河原地区では初の長時間営業（年中無休）と
なる温浴施設。入館料大人1100円､子供（小学
生）550円､幼児(３歳以上)440円※24時以降は
別途深夜料金1650円。
タオル・浴衣セット
特典 ６６０円サービス
※2020.4/30まで

11:00〜翌朝9:00

駅前通り明店街
map

P.10

店内禁煙の健康的な麻雀サロン！
競技麻雀を取り入れたワンランク上の健康マー
ジャン、赤牌を入れたスリル重視の麻雀等々、
曜日によって様々な遊び方に対応しています。
時間外利用も相談可。
13:00〜ラスト
数台
0465-60-4181
090-4674-8453ｻﾄｳ
湯河原町土肥1-8-15

127

熱海市泉107

ホテル城山

ピ アⅠ
・
Ⅱ

休 不定休

休 年中無休

0465-63-3721

麻雀サロン

ニュー城山ビル２F

ラドンセンター

駅前通り明店街
map

平成３０年７月に大浴場と玄関をリニューアル。
貸切露天風呂(有料)やレストランも完備(レストラン
11:00〜13:15)。入浴料大人1720円、子ども1100
円。16時以は入館割引あり。バスタオル・ロッ
カー、ゆかた付(大人のみ)。
特典 10％割引サービス
12:00〜22:30
0465-63-0151
湯河原町城堀207

20

温心堂

サンサン通り街

P.9

駅から徒歩2分！天然温泉とラドン温泉が楽しめる

休 無休 年数日休業あり

カイロプラクティク

map

P.11

背骨、筋肉等を調整して人間の持つ
メカニズムの狂いを修正します！
施術後、「痛みが無くなった」「身体が楽になっ
た」と大変好評です。初診7000円。サービス券
進呈します。
特典 初診予約の方に限り
10分延長
9:00〜12:00
14:00〜18:00
休 日・月・祭日
0465-63-9260
1
湯河原町土肥4-1-22
⑰

⑱

ちぼり湯河原スイーツファクトリーは
贈答用アソートクッキーメーカー
「ちぼり」の本社直営店。
湯河原工場では約80種類のクッキーを

ちぼりお絵かきクッキーコース

製造しています。

ちぼりのクッキーに、
シュガーペンでお絵かき！
所要時間 45分 料金 900円（税込）

五感で楽しむスイーツファクトリーを
コンセプトに、カフェや食育体験コー
ナー、ミニ工場見学コース（無料）な

3 才〜

月・金 11:00 〜 11:45
土・日・祝 11:00 〜 11:45/13:30 〜 14:15/15:00 〜 15:45

ちぼりマイスターコース

ども併設した見て楽しむ工場です。

10 才〜

季節にちなんだクッキーにお絵かきをする
オリジナルクッキーづくり。
１ｹ月〜前日まで
所要時間 90分 料金 1,600円（税込）
完全予約制

café＆クッキーバイキング

月・金

予約 TEL

13:30 〜 15:00

0465-63-0404

電話予約を！

(10:00 ～ 18:00)

1F の広いカフェスペースでは、湯河原特産の柑橘を使った
スイーツやジェラートが食べられます。大人気
「みかんシュー
クリーム」は、湯河原みかん 100％ジュースを混ぜたクリー
ムとクッキー生地のサクッと感が相まって絶妙！ 220 円（税込）

ショップ
１ F お土産コーナーは湯河原工場でしか
買えない「サブレサンドみかんジャム」
（写真）などちぼりのお菓子が勢ぞろい！

クッキー
バイキング
60 分食べ放題
605 円（税込）
ワンドリンク付

工場見学

営業
定休

10:00 〜 18:00
なし（12/31・1/1 店休）

※メンテナンス休日あり。
湯河原町土肥 1-15-4

0465-63-0404

２ F では。サブレサンドみかんジャムなど１日約 4５
万枚を製造している様子を見ることができます。
美味しいクッキーができる様子をぜひ間近で見てね！

町民＆女子大生が選んだ自慢の
産に
お土 7品！
い
贈りた

Yugawara Brand

made in ゆがわら

ゑふや きび餅
8::00～18:00 木休

2019-20

十五夜 かるかん饅頭
10::00～17:00 木休

昇栄堂 味楽庵

みかん最中

8::３0～18:00 不定休

※日曜不定休

メイドインゆがわら
湯河原町は海、山に囲
まれた自然の宝庫で、

かみむら製菓 きび餅
8::00～18:00 木休

村上製菓 天の川万頭
9::00～17:00 火水木休

美味しい水と美肌の湯
を誇る温泉に恵まれた
小さな町です。
古くから文人墨客に愛
され、美食、名品が多
い町。そんな湯河原温
泉で町民と近隣女子大
生が「おもてなしの心を

ちぼり 湯河原スイーツファクトリー

サブレサンドみかんジャム
10::00～18:00 休日
12/31・1/1
※メンテナンス休業あり

JAかながわ西湘女性部鍛冶屋支部
緑碧の滴（農家のお母さん手搾り）
問い合せ

☎ 0465-62-6146

贈る」認定品を真心こ
めて選びました。

