ご自由に
お持ちください

MiSMO
（ミスモ）
とは、
スペイン語で
「自分」
、
「自身」
等の意味があります
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錦繍に彩られた
小路を歩く
お得な
「箱根フリーパス」でおいしく楽しく！

スイーツ＆紅葉、美の響宴
箱根の達人

vol.11

ギャラリー陶里

代表取締役

市川 たえ香さん

小田原 Gourmet

多彩にそろった海山の美味
箱根・小田原

創業百年以上 歴史ある老舗

Selection

季節の彩りに抱かれる名湯
M useum

アートとの対話で豊かなひとときを
富士山の四季を眺める箱根旅
箱根 Gourmet

おいしい秋のごちそう尽くし
クロスワードパズル 第35回

information
箱根MAP
読者プレゼント
本誌掲載の情報は2015年8月現在のものです。料金は変更になっている場合がございますので、店舗等にご確認
の上、ご利用ください。別途、入湯税･サービス料等がかかる場合があります。宿泊料金は別途表示のない限り、
平日
（休前日を除く、月〜木・日曜）
1泊2食付の1室2名利用の1名料金です。※本号で紹介した内容等は、天候や
その他事由により変更や中止になる場合があります。主催者・施設・店舗等にご確認の上、お出掛けください。
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海賊船が発着する桃源台港
の北側に広がる緑地。外輪
山を望む芝生の広場や野鳥
の森、自然散策路などがあ
り、訪れる人を別世界に誘
う。森林浴を楽しみながら、
雄大なパノラマを思う存分
堪能できる。

錦繍に
彩られた
小路を歩く

芦ノ湖 湖尻園地

山々が色づき、草原のすすきが金色に輝きだす季節が到来。
一度は足を運びたい名所から、あまり知られていない穴場まで
箱根ならではの秋に出合えるスポットをご紹介。
とっておきの景色を探しに、あなたも出かけてみませんか。

芦ノ湖 元箱根周辺
青い湖面に映える、パッチワークの
ような紅葉が美しい芦ノ湖。湖畔の
ドライブや観光船、湖畔のホテルや
美術館など、多彩な楽しみ方ができ
るのも魅力。晴れた日の富士山、霧
が出た日の幻想的な情景も印象的だ。

錦繍に彩られた
小路を歩く

強羅 箱根強羅公園
噴水池を中心とした洋風庭園に咲く
秋のバラと、和の紅葉をほぼ同時期
に観賞できる。歴史ある茶室群「白
雲洞茶苑」に続く石段や、あたり一
面を真っ赤に染めるモミジも実に見
事。畳に座して点茶体験をするのも
いい。
蕁0460-82-2825
強羅1300

神奈川県足柄下郡箱根町

閑寂な佇まいの空間
苔の緑や巨岩に映える紅
強羅 箱根美術館
趣ある苔庭とともに紅葉の名所としても名高
い。11月には200本以上ものモミジが一斉に
色づき、通常非公開となっている「石楽園」や
「日光殿前庭」を特別公開するなど、見ごたえ
十分。椅子席の茶室で抹茶も楽しめる。
蕁0460-82-2623 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300
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錦繍に彩られた
小路を歩く

宮ノ下 早川渓谷遊歩道

小涌谷 蓬萊園

奥深く続く雑木林や渓谷
すすきの穂波に心奪われる

宮ノ下〜仙石原 箱根裏街道
宮ノ下から仙石原に通じる、通称箱根裏街道
（国道138号）沿い、八千代橋や木賀周辺の渓
谷美は格別。霧に包まれた紅葉も味がある。

仙石原 長安寺
1655年、仙石原に開山した曹洞宗の古刹。喜
怒哀楽、さまざまな表情をした五百羅漢の石
像と色鮮やかな紅葉が織り成す光景は、荘厳
でありながら心和むものがある。本堂でまず
お参りをして、心清らかに境内を散策したい。
蕁0460-84-8187

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原82

川のせせらぎを感じながら、色づく
渓谷を歩く1.5kmのハイキングコー
ス。短いながらも、大自然を存分に
感じられる。宮ノ下の国道から坂を
下り夢想橋を渡ると入口がある。

蓬萊橋でホテルとつながる32,000㎡の日本庭
園。自然の傾斜を生かした庭園に、高く枝を伸
ばしたさまざまな木々が茂る。真っ赤に染まる
モミジや黄葉が重なり合うさまが美しい。
蕁0460-82-4111 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
（箱根ホテル小涌園内）

仙石原 仙石原すすき草原
仙石原

箱根の秋の風物詩。緑一色の草原にすすき
の穂が垂れはじめる初秋、黄金色の海のよ
うな情景に変わる晩秋、いずれも圧巻。草
原の中の一本道を歩く楽しみも。金色に輝
くすすきを撮るなら、陽が傾き始めるころ
がベスト。

長安寺
箱根裏街道
公園上

仙石原すすき草原

小涌谷

箱根強羅公園

箱根美術館

湖尻園地

宮の下

蓬萊園

早川渓谷遊歩道
箱根登山電車
至箱根湯本→

箱根湯本〜強羅 箱根登山電車沿線
元箱根

ゆっくり進む車窓から、秋色に染まる山々を
じっくり観賞。箱根湯本から強羅まで、標高
差500mによる色づきの違いも感じられる。
絵になるスポットでの車両撮影も楽しい。

写真協力／辻満芳雄
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御殿場

東名高速道路
東名御殿場 御殿場プレミアム・

アウトレット

御殿
場線

仙石

元箱根港

箱根町港

至三島

至湯河原

至新宿

畑宿

小田原

塔ノ沢

芦の湯

芦ノ湖

箱根湯本

大平台
宮ノ下

小涌谷
彫刻の森

大涌谷

桃源台港

強羅

早雲山

姥子

時之栖
御殿場高原
ビール

蕁0460-83-6668

http://www.touri.co.jp
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市川 たえ香さん

人
□は
□宝
□。
□心
◎を
□こ
□め
□て
□も
■て
□な
□せ
□ば
□◎□
人
□も
□自
□分
□も
◎元
□気
□に
□、
□幸
■せ
□に
□な
□る
□◎□□□

地 元 の 声 か け で、 元 箱 根 に オ ー プ ン し て

に幸せになる」。そう話す、たえ香オーナー

人 は 宝、 人 を 大 切 に す る こ と で 自 分 も 元 気

その原動力は、
「お客様からいただくパワー。

ても、世の中をリサーチするために方々へ。

る専門的な勉強を欠かさず、例え休日であっ

歴 史 や 背 景 な ど、 さ ま ざ ま な 品 々 に ま つ わ

「お客様に心から満足してもらいたい」と、

パワーストーンブレスレットも人気がある。

ア ク セ サ リ ー 感 覚 で 楽 し め る、 ジ ュ エ リ ー

現 代 感 覚 あ ふ れ る 作 品 ま で 多 岐 に わ た る。

れた「オキュパイド」と呼ばれる陶器人形や、

ら、 米 国 占 領 下 の 日 本 で 輸 出 向 け に 製 作 さ

扱うのは、ドイツの名窯マイセンの磁器か

店として表彰されるに至った。

年。 リ ピ ー タ ー は ３ ０ ０ ０ 人、 地 域 の 優 良

10

な す の が、 オ ー ナ ー の 市 川 た え 香 さ ん だ。

こ の 店 に 立 ち、 多 く の 来 訪 者 を 温 か く も て

たアイテムが無数に並ぶ『ギャラリー陶里』。

約 ７ 坪 の 店 内 に、 世 界 各 国 か ら 取 り 寄 せ

profile
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根28

の や さ し い 笑 顔 は、 ギ ャ ラ リ ー 陶 里 の も う

15

東京都港区新橋生まれ。アンティークの洋
食器や人形が好きでコレクションを始め、
2005年に
「ギャラリー陶里」をオープン。
独自の経営理念と個性ある店作り、地域経
済の発展に寄与する優良小売店として、県
や地域の商工会議所より表彰される。
MAP

一つの大きな魅力に違いない。

ギャラリー陶里

v o l . 11

一人ひとりに合う石を
選び出してくれるジュ
エリーパワーストーン
ブレスレット。
長年身に
つける顧客からのメン
テナンスの依頼も多い。

master of hakone

箱根駅伝のコースでもある国道1号線沿い、瓦屋根に紺色と
赤の看板が目印。

達人
の

ドイツの名窯
「マイセン」
の磁器も充実。毎年現地に足を運び
買い付ける。

希少価値、人気ともに高いノーマン・ロックウェルの磁器人形
（1978年日本製）
。

master of
hakone

箱根
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小田 原

グルメ

板前が目の前でさばく
小田原の秋味に舌鼓

地魚や北海道の天然魚介を
上物本わさびや自家製醤油で

気軽に入れるバルを日本風にアレンジした新・和食居酒屋。小田原直送の地
魚、小田原おでん、秦野野菜、南足柄相馬牛など、地元素材で作る創作料理
は色彩豊かで美味。板長厳選の旬の素材を生かした多彩な料理は、小田原近
郊から取り寄せた日本酒やワインと相性抜群で食通をうならせる。お洒落な
店内は女性でも入りやすく、カウンター、テーブル席、個室がある。12/29㈫
までは、本誌持参で食事をすると、会計時に10％OFFになる。

大人のための新しい本格すし処。毎朝、地元
相模湾から水揚げされた旬の地魚はもとより、
北海道から空輸で届くこだわりの食材はすべ
て、天然。これらの絶品ネタを一番おいしい
方法で楽しむために、脇役にもこだわる。ミ
ネラル豊富な天然岩塩、香り豊かな天城山の
上物の本わさび、自家製醤油など。日本酒は
日本全国の純米酒や大吟醸など70種類以上
を用意。洗練された和の空間で、食材との感
動的な出合いを満喫できる。予約がおすすめ。

日替わりの刺身は名物の箱盛
りで
（左）
。充実のランチ
「地
魚海鮮丼」
（右上）
。広いカウ
ンター席も人気
（右下）
。

小田原バル
小田原／MAP P 45 ⑥
☎ 0465-20-9063

神奈川県小田原市栄町1-2-8 第1マ
ツガヤビ ル1F 賚 平日11時 ～14時
30分
（L.O.14時 ）
/17時 ～ 24時
（L.O.
23時30分 ）
、土･日･祝11時 ～ 24時
（L.O.23時30分）贊無休
JR・小田急線小田原駅から徒歩1分
メニュー／
地魚海鮮丼（昼）
950円+税〜
小田原おでん5種と刺身定食（昼）

1,480円+税
小田原の地酒（各種） 650円+税〜

すし処

握りと季節の和え
物、デザートが 付
く限定ランチ1,500
円＋税
（上）
。かぶ
ら蒸しや土瓶蒸し
もおすすめ
（下左）
。

しお

潮り

小田原／MAP P 45 ⑥
☎ 0465-22-0448

神奈川県小田原市栄町2-7-7 ホテル
（L.O.）
/
ポシュ1F 賚11時30分〜14時
17時〜22時30分（L.O.）贊無休
JR・小田急線小田原駅より徒歩1分
http://sushi-shiori.com

メニュー／
ランチ
地魚握り
コース（昼）
コース（夜）

1,500円+税〜
3,000円+税〜
3,500円+税〜
5,000円+税〜

話題の漁港でいただく
ボリューム満点の漁師飯

海鮮天ぷらをはじ
め、丼の種類は豊
富にそろう
（下）
。
天ぷら地魚刺身定
食
（1,780円+税）も
魅力的
（上左）
。

テレビや雑誌で話題の早川漁港は、都心から
のアクセスもよく、新鮮でおいしい漁師飯が
食べられると評判。ここでぜひ訪れたいのは、
港のおっかさんが笑顔で迎えてくれ、運がよ
ければプレゼントが付くという漁師めし食堂
だ。定食のみならず、刺身や煮付け、フライ、
天ぷらなど、どれもボリューム満点で漁師飯
の醍醐味が楽しめる。魚のアラをふんだんに
使ってだしを取ったあら汁が、無料で付くの
もうれしい。

港の定食屋

漁師めし食堂
小田原／MAP P 45 ⑥

☎ 0465-24-0056

神奈川県小田原市早川1-4-8
賚平日10時～16時、
土・日・祝～17時
贊無休
JR早川駅から徒歩6分

メニュー／
海鮮漁師丼
ミックスフライ定食
大海老天丼
アジフライ定食

1,580円+税
1,480円+税
1,680円+税
980円+税
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小田原グルメ

新鮮魚介をその場で堪能
手ぶらで海鮮バーベキュー
小田原港に隣接する海鮮市場でバーベキューを。その場で買った新鮮な魚介
や野菜を香ばしく焼き上げて、とれたてならではの旨みをあら汁やご飯と味
わって。ビールやサワー、地酒と合わせれば最高の肴に。パラソル付きなの
で雨天でも安心。寿司定食屋、水産加工品の土産コーナー、地野菜専門店も
あり、家族連れも満喫できる。本誌持参、または着席時に「ミスモ箱根」を見
たの一言で、テーブル利用料半額に。2015年12/31㈭まで。

全国ご当地どんぶ
り 選 手 権5位 の 小
田原三色丼
（1,470
円+税）で湘南しら
すを堪能
（左）
。

鮮度抜群の魚介や地元野菜
から好きなものをチョイ
ス。ホタテやサザエ、ハマ
グリ、エビなどを豪快に。

人気の「こぼれゲタ寿司」2,800円＋税（上）。
「天ぷら地魚刺身定食」1,780円＋税（下）。
メニュー／
釜揚げしらす丼
880円＋税
本日の地魚3種盛り丼

1,480円＋税～
※価格は仕入れ状況により変動あり

小田原さかなセンター
小田原／MAP P 45 ⑥
☎ 0465-23-1077

神奈川県小田原市早川1-6-1
賚9時30分～17時
（BBQ最終受付15
時30分）贊無休 猾あり
JR早川駅から徒歩6分
http://www.sakana.co.jp

メニュー／
テーブル料90分（4名まで）1,000円
※食材は同店内にて各自調達

メニュー／
地魚宝石丼
海鮮丼各種
小田原おでん

1,580円+税
880円+税〜
630円+税

豪快に味わう小田原港直送の鮮魚

目利きの店主自慢の絶品地魚料理

新鮮な地魚料理なら迷わずここへ。魚屋直営の
「鮮魚の達人」
がプロ
デュースする海鮮丼は、鮮度、絶妙なネタの組み合わせ、多彩な種
類が自慢だ。ネタをふんだんに盛り付けた
「こぼれゲタ寿司」や旨さ
極める欲張りメニュー
「天ぷら地魚刺身定食」
、単品料理も好評。食
事の方には
「あおさのお味噌汁」
（250円＋税）
を108円で提供。

毎朝、店主自ら小田原漁港でセリに入り地魚を仕入れる。鮮度抜群
の刺身はもとより、厚切りのネタをたっぷりのせた海鮮丼はなんと
20種類以上。旨いあら汁がついてランチにおすすめだ。これからの
季節、夜は小田原おでんや兵庫県産のかきを肴に飲むのも粋。本誌持
参でワンドリンクサービス
（お食事された方、2015年12月末まで）
。

海鮮丼屋 小田原

海舟

小田原／MAP P 45 ⑥

☎ 0465-24-2237

神奈川県小田原市栄町1-14-55
賚平日11時～18時
（L.O.）
、土・日・祝11時
～19時30分（L.O.）贊無休
JR・小田急線小田原駅から徒歩3分
http://kaisen-don.com/

小田原

魚河岸 でん

小田原／MAP P 45 ⑥

☎ 0465-22-3341

神奈川県小田原市栄町2-3-4
賚11時～22時
（L.O.21時）
贊無休
JR・小田急線小田原駅から徒歩1分

150年の歴史をもつ鈴葊がおくる
小田原ならではの味わい

食べ応えのある金目鯛
に固定ファンが多い
（下）。とろける柔らか
さの「ビーフシチュー
膳」
2,300円＋税
（上左）
。

お土産店や体験施設、食事処がそろう鈴葊か
まぼこの里にある割烹料理の店。国登録文化
財である書院造りの趣ある建物で、朝どれの
魚や地の野菜を中心に使った旬の料理が味わ
える。中でも昼のおすすめは、金目鯛を丸ご
とじっくり煮付けた「煮魚ご膳」。ほかに、小
田原港でとれた地魚の刺身や天ぷらはもちろ
ん、足柄牛ホイル焼ハンバーグ、ビーフシ
チューなど、幅広い年代が楽しめるメニュー
を用意。

ち ょ う わ ろう

しお

ね

千 世倭 樓「潮 の音 」
小田原／MAP P 45 ⑦
☎ 0465-24-3456

神奈川県小田原市風祭50
賚11時30分～17時
（L.O.16時）
※夜席は予約のみの営業 贊無休
猾あり
箱根登山鉄道風祭駅から徒歩2分

メニュー／
煮魚ご膳
刺身盛り合わせ膳
天婦羅ご膳

3,400円＋税
2,600円＋税
2,300円＋税
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ういろう

創業

1878 年

（明治11年）

富士屋ホテル

メインダイニングルーム
「ザ・フジヤ」

霊薬を伝え、菓子でもてなした
外郎家が営む城下町の老舗
う い ろ う

全国的に知られたお菓子のういろうの語源は、小田原に存続する外郎家の名
字から。室町時代、京都在住の折に、国賓のもてなしの菓子として創作したの
が始まり。外郎家は北条早雲に招かれて1504年に小田原に来住。650年の
歴史と伝統の製法により作られたういろうは、もっちりとした食感が特徴だ。
歌舞伎
「外郎売」
は、300年前、家伝薬で完治した二代目團十郎により創作さ
れた。ういろう店舗内に併設している博物館
（無料）
で、歴史を紹介している。
☎ 0465-24-0560
神奈川県小田原市本町1-13-17
賚10時〜17時 贊水曜、第3木曜 Ⓟあり
JR・小田急線小田原駅から徒歩15分
http://www.uirou.co.jp/
●小田原／MAP

創業

P 45 ⑥

1868 年（明治元年）

お菓子のういろう（4種 白・茶・小豆・黒）

各1棹600円+税
栗ういろう（1棹）
800円+税
錦甘露（小）
6個入800円+税
ういろう最中（2種）
各1個200円+税

変わらない景色
受け継がれる想い
メニュー／
創業137周年記念ランチ		
ベルエポック
5,000円+税
レーヴ
8,000円+税
イストワール
10,000円+税

☎ 0460-82-2211（代表）
神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359
賚朝食7時30分～9時30分/昼食11時30
分～14時（土・日・祝日は～14時30分）/
夕食17時45分～20時（予約制）贊無休
箱根登山鉄道宮ノ下駅から徒歩7分
http://www.fujiyahotel.jp/
●宮ノ下／MAP

P42 ③

丸う田代本店

明治11年、外国から訪れる観光客
に向けてリゾートホテルとして開
業した同ホテルは、創業137周年
を迎えた。これを記念して、登録
有形文化財と近代化産業遺産に指
定されているメインダイニングル
ーム「ザ・フジヤ」では、アニバー
サリーランチコースを用意。ゆっ
たりとした空間で、印象深い富士屋

江戸、明治、大正、昭和…、そして現代へ。

素材の味を生かしたやさしいフランス料理、
創業137年周年記念ランチ
「ベルエポック」
。

綿々と続く営みが今、人々に新鮮な感動を与える。

小田原名物ういろう
（左）
。大正初期の店舗。関東大震災で
倒壊
（中）
。外郎売を演じる市川團十郎
（右）
。

箱根・小田原

1368 年（正平23年）

創業百年以上
歴史ある老舗

創業

ホテルの味を堪能したい。

創業

1893 年（明治26年）

国指定登録有形文化財 のれんと味

だるま料理店

魚介が自慢の日本料理を
国の有形文化財とともに堪能
明治26年、城下町小田原の網元が贅を尽く
して創業した老舗。毎朝、小田原港から直送
される相模湾の鮮魚と、小田原の山の幸を四

一番人気の紅白蒲鉾上小板
（左）
。昭和30年頃の店舗
（中）
。
現在の店舗には見学無料の資料館もある
（右）
。

季折々の伝統的な日本料理で楽しめる。刺身、
寿司、特注ごま油100％で揚げたサクサクの
天ぷらなど、和食の王道を重厚感あふれる日
本建築でいただけば、味わいもまた格別。1
階はリーズナブルな食堂、2階は2名から100
名まで対応可能な座敷。仕出しも可。自宅や
オフィス、催事場などにも届けてくれる。

かまぼこ作り一筋150年
食べる人々を笑顔にする味
先達がこだわり続けた素材を使い、受け継がれてきた技で仕上げたかまぼこ
が、明治から平成へと時代は変われど、変わらぬ味で人々を魅了し続けてい
る。創業140有余年の絶大なる信頼で、指名買いも多い。シログチを使った
弾力性に富むかまぼこは、ほかにはない味と評判だ。中でも、料理の二色卵
にヒントを得た
「君まき」
は、大正10年に発売されて以来のロングセラー。9
月末から2月下旬ごろまでは、
「いさき蒲鉾」
を限定発売する。
☎ 0465-22-9221
神奈川県小田原市浜町3-6-13
賚8時〜19時 贊無休 Ⓟあり
JR・小田急線小田原駅から徒歩15分
http://www.maruu.com
●小田原／MAP
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メニュー／
蒲鉾上小板
いか塩辛（小）
君まき（小）
だて巻（小）

大正15年に建てられ
た風格漂う主屋は
「小
田原の建築百景」
のひ
とつ
（上）
。お造り、あ
じすし、天ぷらなど、
多彩な和食
（下）
。

メニュー／
すし
天丼
（お椀・香の物付き）

おさしみ・天ぷら定食

1,000円+税〜
1,500円+税〜
1,400円+税〜

☎ 0465-22-4128
930円+税
700円+税
700円+税
800円+税

神奈川県小田原市本町2-1-30
賚11時〜20時
（L.O.）贊無休 猾あり
JR・小田急線小田原駅から徒歩8分
http://www.darumanet.com/
●小田原／MAP

P 45 ⑥
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3

2

湯坂山の紅葉が楽しめる大浴場
（左）
。松
茸尽くしの会席
（右上）
。木の実や寄木細
工のパーツで作る秋リース
（右下）
。

自 然 、美 、食 が
融 合 す るスポット
玉村豊男『ぶどうの時間 リザーブ』
版画（ジクレー）35×91cm  2007年

四季折々の美しい景色が魅力の箱根。
芦ノ湖畔には、玉村豊男氏のみずみず
しい水彩画を展示販売するギャラ
リーや、日本はもとより世界の優れた
デザイングッズを集めたショップ、箱
根や富士山関連の本がそろうブックス
トア、お洒落なブティックが並ぶ「芦
ノ湖テラス」がある。心地よい箱根の
旅の始まりにおすすめのスポットだ。

Museum
ミュージアム

アートとの対話で豊かなひとときを

紅葉狩りに、松茸尽くし、秋を満喫する温泉滞在を
湖畔の静寂とさわやかな風が
心地よい。テラスでいただくナ
ポリピッツァの味は格別。

元箱根

芦ノ湖テラス
ミュージアム

☎ 0460-83-1071

日本全国12カ所に点在し、四季折々の魅力とご当地の文化に触れ
る滞在ができる温泉旅館ブランド「界」。界 箱根では、今秋限定の
愉しみが待っている。渓流沿いの半露天風呂大浴場からは、湯坂山
の紅葉が見事。鈴虫の音色の小田原風鈴を聴きながらゆっくり湯
浴みができる。松茸の土瓶蒸しや焼き松茸など秋の味覚の王様・
松茸が贅沢に使われた「松茸尽くし会席」を味わったり、秋の木の
実と寄木細工のパーツで、秋リース作り体験（有料）も楽しめる。

MAP P 44
レストラン

☎ 0460-83-1074

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根61 賚ミュー
ジアム9時〜17時、
レストラン8時〜20時
（L.O.
19時30分）贊無休
（2月、9月臨時休業あり）
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分

⑤

メニュー／
ピッツァ
1,000円〜
パスタ
1,300円〜
コーヒー・ジュースなど 450円〜

星野リゾート

界 箱根

箱根湯本

MAP

P43 ②

☎ 050-3786-0099（界予約センター）
神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋230
電話予約受付／8時〜21時
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス8分＋徒歩5分
http://kai-hakone.jp/

宿泊料金／
スタンダードプラン
31,000円～
界 箱根の極み 松茸尽くし会席 45,900円～

季節の彩りに抱かれる名湯

美が 凝 縮 さ れた
香 水 瓶 の歴 史

箱 根 駅 伝の
名 場 面 がよみが え る
箱根駅伝の往路ゴール･復路スタート
の地に立つミュージアム。1920年か

11/23㈷まで
「〜王侯貴族が愛した〜魅
惑の香水瓶」
展を開催。貴婦人たちが愛

ら続く駅伝を記録した貴重な写真、歴
代優勝校や記録、往年の名選手が愛用

用した磁器製の香水瓶やファッション
ブランドが手掛けたガラス製の香水瓶

した品々、感動のエピソードなど各
テーマに分けて展示。オリジナルグッ
ズやオフィシャルグッズを販売する
ショップもある。12/25㈮まで、本
誌持参で入館料50円引きに。

など約160点を展示。古来より人々の
心を魅了してやまない甘美な香りの世
界へ誘う。併設のレストランでは、本
場イタリア人歌手のカンツォーネ
（1日6
回演奏）
も楽しめる。

数々のデータや写真、
映像に、
感動と興奮がよみがえる。

箱根町

箱根駅伝ミュージアム
☎ 0460-83-7511

神奈川県足柄下郡箱根町箱根167
開館時間／10時〜17時
（最終入館16時30分）
贊無休 箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス35
分 http://www.hakoneekidenmuseum.jp/

27

MAP P 44
入館料／
大人
中学生･小学生

⑤

500円
300円

森の緑と水のせせ
らぎに癒されるく
つろぎのひととき。

貴婦人たちを魅了し、香水文
化を一層華やかに彩ってきた
繊細で優雅な香水瓶。

仙石原

箱根ガラスの森美術館
☎ 0460-86-3111

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原940-48
開館時間／9時〜17時30分（最終入館17時）
贊無休 箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス
25分 http://www.ciao3.com

自然と一体になれるダイナミックな大露天風
呂
（上）
。色浴衣は種類も豊富
（下）。

宿泊料金／
水月の庄
1泊2食付23,000円〜
水花の庄 露天風呂付
1泊2食付26,000円〜

MAP
入館料／
大人
大学生・高校生
中学生・小学生

P43 ④
1,500円
1,100円
600円

宿泊料金／
1泊2食付

25,000円〜

水の音色が心を満たす癒しの湯宿

全室露天風呂付きの宿でお洒落旅

緑に囲まれた静寂の中に佇む宿。「小涌谷温泉」「宮ノ下温泉」の2
種類の源泉を4つの露天風呂付き大浴場と3つの貸切風呂で「湯めぐ
り」が存分に楽しめ、湯上がりの無料ドリンクサービスも充実。お
すすめの露天風呂付き客室（客室露天風呂は温泉ではありません）
は、自然の声を聞きながら、自分だけの時間と空間を満喫できる。

風雅な趣の癒しの宿は、
ゆったりとしたプライベート空間を重視し、
全客室に檜露天風呂を完備（客室露天風呂は温泉ではありません）。
温泉も充実し、貸切風呂が利用無料なほか、湯上がり処の無料ドリ
ンクサービスも口コミで大評判。さらに女性に人気の色浴衣やお抹
茶セット、アロマセラピーや岩盤浴など、アイテムも設備も魅力的。

箱根小涌谷温泉

水の音

☎ 0460-82-6011

（予約専用）

神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷492-23
箱根登山鉄道小涌谷駅から徒歩12分
http://www.hotespa.net/hotels/mizunoto

小涌谷
MAP

P42 ③

季の湯

雪月花

☎ 0460-86-1333

（予約専用）

強羅
神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300
箱根登山鉄道強羅駅から徒歩1分
http://www.hotespa.net/hotels/setsuge
tsuka/

MAP

P42 ③
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素晴らしい眺望とゆったりした癒しの温
泉
（左）
。多彩なメニューが並ぶビュッフ
ェ
（右上）
。くつろぎの客室
（右下）
。

世界文化遺産

富士山の
四季を眺める

開放感あふれる人気の特別室。壁いっぱい
の大きな窓に箱根連山の四季が移ろう。
宿泊料金/
1泊2食付
11,000円＋税〜
日帰り入浴（11時〜15時）/
大人
1,500円＋税
子ども
1,000円＋税

箱根旅

心地よい湯浴みと錦秋の眺め
湖畔のリゾートホテルを日帰りプランで気軽に堪能
芦ノ湖畔に佇むデザイナーズホテル。人気の日帰りプランは、ラ
ンチビュッフェと温泉・客室利用ができるお得な内容。リニュー
アルした新浴場の半露天風呂からは芦ノ湖や箱根外輪山、さらに
は富士山の眺望も楽しめる。ビュッフェは本格フレンチで、創作
料理やスイーツが並ぶ。シェフが目の前で切り分けるロースト
ビーフは絶品。予約時もしくは入店時に「ミスモ箱根を見た」と言
うと、ランチビュッフェが200円OFF（大人のみ12月末まで）。

箱根ホテル

富士屋ホテルレイクビューアネックス

☎ 0460-83-6311
神奈川県足柄下郡箱根町箱根65
賚ランチ11時30分〜15時（最終入店14時）、客室
利用時間12時～18時、入浴14時～18時 贊無休
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス35分
http://www.hakonehotel.jp/

箱根町

MAP
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日帰りプラン（客室休憩+ランチ+温泉）

6,617円～
ランチブッフェ
2,770円＋税
1泊2食付
16,200円～

客室の大きな窓からは、山側に錦秋の紅葉を、庭園側に富士山と箱
根連山を見渡せる。関節痛や腰痛に良いとされるホテル源泉の単純
泉は、2つの大浴場と4つの貸切風呂で。本格的な和洋会席膳は、
厳選した旬の素材を使用し、2カ月ごとにメニューが変わる。四季
折々の移ろいを楽しみながら、心身ともにリラックスしたい。

ホテル花月園
☎ 0460-84-8621

箱根には富士山が見られるスポットが
ここかしこに点在。箱根のもう一つの
楽しみの場所として訪れる人も多い。

仙石原
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分
http://hotel.kagetsuen.net/

MAP
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富士山の四季を 眺 め る 箱 根 旅

M t.F u ji
洗練された客室は広く、ゆったりとくつ
ろげる
（左）
。部屋や半露天風呂から眺
める富士山は格別
（右下）
。

目の前に広がる
大パノラマに圧
倒される
（左）
。
イタリアのミシ
ュ ラ ン2つ 星 で
修業を積んだ大
澤シェフ
（右上）
。

半露天風呂付き全9室だからこその極上のおもてなし
客室を9室だけに絞り、行き届いた極上のおもてなしを提供する。
富士山が眺められる部屋と、外輪山を満喫できる部屋があり、い
ずれもヒノキの半露天風呂付き。雄大な景色を眺めながら、白い
にごり湯のかけ流し天然硫黄泉で、日々の疲れを癒やしたい。個
室ダイニングでのんびり堪能できる夕食は、幻の「ふじやま和牛」
A5等級サーロインをはじめ、相模湾や駿河湾直送の魚や地場野
菜で作る創作会席だ。
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極上のくつろぎタイムを約束する大人の天空リゾート

箱根湯宿 然－ ZEN －

仙石原

MAP
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☎ 0460-84-2400
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-96
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分
電話予約受付10時〜20時

宿泊料金／
1泊2食付

25,000円～

箱根の大自然に抱かれ、晴れた日には富士山が一望できる高台の
ラグジュアリーホテル。強羅温泉の源泉かけ流しや、内外の厳選
素材を使った本場イタリア料理に心身ともに癒される。モダンで
アーティスティックなしつらえは、アニバーサリーなどの特別な
ひとときを優雅に演出。大浴場のほか、心おきなく温泉を満喫で
きる予約制のプライベートバスも（1組45分/無料）。プランごと
の特典はHPで確認を。13歳以下宿泊不可、全室禁煙。

箱根エレカーサ ホテル＆スパ
☎ 0460-86-1201
神奈川県足柄下郡箱根町宮城野1362-16
箱根登山鉄道強羅駅より送迎車で8分
http://www.hakone-elecasa.co.jp/
電話予約受付10時〜21時

宮城野

MAP
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宿泊料金／
レディースプラン
17,000円〜
エレカーサステイプラン
20,500円〜
女性ひとり旅プラン（部屋食可） 24,800円〜
0泊2食プラン（日帰り）
18,800円〜

28

ホテルメイドベーカリーカフェで
多彩なメニューを堪能
箱根湯本ホテル内の滝通り側に、今年5月に新規オープンしたばかりの箱根
湯本本店。小田原駅や海老名サービスエリアなどの姉妹店に並び、早くも人
気店に。店内には、ホテルの朝食でも評判の焼きたてパンがずらりと並ぶ。
天然酵母で仕込み、低温熟成・長時間発酵させて焼き上げたパンは、豊かな
風味と食感が楽しめる。購入したパンはイートインでき、カフェメニューも
充実。丁寧に手作りされたパンと料理で、心温まるひとときを。

とろける牛肉が魅
力のビーフカレー
（左）。海賊船の勇
姿も、もうひとつ
のごちそう（上）。

ラクレットオーブンで温めた
チーズをかけたポテト
（左）
。
カレーはカシューナッツと生
クリームが決め手（右上）。

おいしい秋のごちそう尽くし
メニュー／
ハヤシライス
1,500円＋税
カレースパゲティ 1,500円＋税
ビーフカレー
1,350円＋税

箱根ベーカリー
箱根湯本本店

箱根湯本／MAP

P 43 ②

☎ 0460-85-8876

神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋184
賚9時～17時
（L.O.16時30分）
贊水曜 Ⓟあり
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩17分
http://www.箱根ベーカリー.com

メニュー／
箱根オリジナルカレー
1,000円
箱根の温泉たまごのタルタルサンド

850円
ラクレットチーズ
（じゃがいも）
 900円

芦ノ湖畔に佇む絶景レストラン

箱根グルメ

箱根の山をバックに海賊船が行き交う絵葉書のような眺めがぜいた
くな洋食レストラン。20種類以上のスパイスを使い、1週間じっ
くりと煮込んだビーフカレーは、
牛肉がホロホロッと口の中で溶け、
まろやかで奥深い味わい。開店以来、人気だ。テラスはペット同伴
可。1/31㈰まで、本誌持参で食事するとワンドリンクサービス。
レストラン

樹の館

桃源台／MAP P 44 ⑤

☎ 0460-84-5545

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根164
賚10時〜17時 贊不定休
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分
http://www4.ocn.ne.jp/~yokamoto/
kinoyakata/

ほんのりした甘味とコクに
通もうなる本格仕込み
芦ノ湖畔に佇む、そば処みよし。そば師、諸
星氏直伝の仕事を受け継ぐ店長は、北海道多
度志町の契約農家から仕入れる
「庄ちゃんそ
ば」を二八で打ち、ほんのり甘みとコクのあ
るそばにこだわる。つゆは鰹枯節と鯖不節を
無添加無化調で。しっかりとしただしの風味
と旨みがたまらない。そばはもちろん、天ぷ
らなどもぜひ味わってほしい。本誌持参で、
あ げ 餅 小 皿 を サ ー ビ ス（ お 食 事 さ れ た 方、
2015年12月末まで）。

健康と美容にうれ
しいヘルシーな湯
葉丼（左）。早川の
せせらぎを望む店
内（上）。

季節ごとに変わるバラエティー豊かなメニュー。
新鮮な味の出合いにリピーターも多い。
メニュー／
湯葉丼
湯葉丼ご膳
湯葉そば

メニュー／ランチブッフェ
大人
2,900円
小学生
1,450円
3歳〜小学生未満
700円

旬の素材と出来立てで、美食三昧

卵でとじた湯葉丼のやさしい味

季節ごとに和洋中の豊かな料理が楽しめる
「姫沙羅」
のランチビュッ
フェ。11月までは出来立てが自慢のデモンストレーションコーナー
に、ローストビーフカッティングサービス、焼きギョウザ、天ぷら

開店直後に満席になる同店の看板メニュー、湯葉丼。特製カツオだし

がそろう。和モダンの空間でデザートまで満喫したい。本誌持参で、
ランチビュッフェ200円引き
（大人のみ、12月末まで）
。

ジナル。ふんわりとろける、やさしい味わいが老若男女を魅了する。
店前にある無料の足湯もうれしい。心身ともに癒される食事処だ。

湯本富士屋ホテル
箱根湯本／MAP P 42 ②
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980円
2,000円
1,100円

箱根グルメ

☎ 0460-85-6111

神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1
賚ランチブッフェ11時30分〜14時
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩3分
http://www.yumotofujiya.jp

のスープを一人前ずつ土鍋で沸かし、箱根山の名水「姫の水」を使っ
て汲み上げた湯葉を浮かべ、最後に卵でとじるところが同店のオリ

「湯葉丼」直吉
箱根湯本／MAP P 42 ②

☎ 0460-85-5148

神奈川県足柄下郡箱根町湯本696
賚11時〜18時
（L.O.）
贊火曜
（祝日の場合は営業）
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩3分

そば処

みよし

桃源台／MAP P 44 ⑤
☎ 0460-84-9140

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根
160-90 賚平日11時～17時、土・日・
祝～19時 贊不定休 Ⓟあり
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス
35分

メニュー／
桜海老と岩海苔そば
（温・冷）

鴨ざる
車海老天そば
※各種うどんもあり

1,320円
1,280円
1,380円

山麓そば（990円）
は山麓豚の甘みが
溶け込んだ温かい
つけ汁で。青唐辛
子を入れるとさら
に美味。

箱根グルメ

老舗そば屋のこだわりの味
名物「自然薯とろろそば」
箱根湯本駅前の老舗店。自慢のそばは、石臼で挽いた国産そば粉を箱根の名
水を使って自然薯のみをつなぎに打ち、のど越しの良さが身上だ。そばつゆ
は、3種のかつおぶしをブレンド。そばの風味をより引き立てる。名物は、
卵の黄身を濃厚な自然薯にからめた自然薯とろろそば。多様なきのこが楽し
める山茸そばや、山の幸を集めた山菜そばもおすすめ。魚沼産コシヒカリに
海老やコチ、野菜などをのせ、秘伝のタレをかけた天丼は絶品だ。

素材と味にこだわ
り、じっくりと時
間をかけて蒸した
温 泉 ま ん じ ゅ う、
「箱根のお月さま」
。

コラーゲンたっぷりで女性に人気のすっぽ
ん鍋（上）。源泉100％の野天風呂（下）。
メニュー／
箱根のお月さま
月のうさぎ
小田原うさぎ

メニュー／
すっぽん鍋（2人前より）

1人前4,104円

8個入840円
8個入1,690円
5個入1,150円

もっちり感が旨い温泉まんじゅう

源泉100％の温泉と滋味ある料理

飽和蒸気で20分間じっくり蒸し上げた温泉まんじゅう「箱根のお月
さま」は、しっとりもちもちの皮が魅力。せいろが湯気をたててい
る店頭で、温かいまんじゅうを食べることができる。栗がまるごと
入った「月のうさぎ」ともども箱根みやげに最適。2階のお洒落な茶
房では、お茶とともにくずきりや自慢の和菓子が楽しめる。

食事処「山法師」のすっぽん鍋は、滋養の王様とも言われるほど栄養
価が高く、たんぱく質やアミノ酸が豊富なメニューだ。鍋を堪能し
た後の締めは、素材の味が溶け込んだ、濃厚なだしの旨みが癖にな
る雑炊で。源泉100％の温泉と滋味豊かな料理が、疲れた体と心
への最高の贈り物。

まんじゅう屋

菜の花
箱根湯本／MAP P 42 ②

☎ 0460-85-7737

神奈川県足柄下郡箱根町湯本705
賚8時30分〜17時30分(土・日・祝は〜18
時) 贊無休
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩1分
http://www.nanohana.co.jp/

天山湯治郷
箱根湯本／MAP P 43 ②

女性に人気の山茸そば。天
丼は天ぷらと白米、
タレが絶
妙
（左）
。
自然薯とろろそばの
粘りを楽しみたい（右下）。

箱根自然薯

山そば
箱根湯本／MAP P 42 ②

☎ 0460-86-4126

神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋208 「天
賚9時〜23時
（最終受付22時）贊無休  入
山」
賚11時30分〜
館料／大人1,300円  「山法師」
14時
（L.0.）
/18時〜21時
（L.0.）贊木曜
箱根登山鉄道箱根湯本駅から巡回バス10分

☎ 0460-85-7889

神奈川県足柄下郡箱根町湯本704
賚11時〜19時 贊木曜
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩2分
http://www.yamasoba.com/

メニュー／
天丼 （並）1,320円（上）1,830円
特製カレー南ばん
1,130円
鍋焼うどん
1,400円

定番人気の鴨せい
ろ（左）。芦ノ湖の
ワカサギは宮内庁
への献上品として
有名（右）。

あつあつのスイートポテト（上）。じっくり
煮込んだハッシュドビーフは絶品（下）。
メニュー／
ハッシュドビーフ
1,500円
マロングラッセ入りスイートポテト
ビスコッティ添え
900円

1,260円
1,730円
2,160円

スイーツと芸術でくつろぎタイム

芦ノ湖畔、十割もある手打ちそば

クラシックが流れ、落ち着ける喫茶店。店内にはモーリス・ユトリ
ロをはじめ、著名な芸術家たちの作品が多数展示されている。箱根
の湧水で作る水出しコーヒーは絶品。スイーツは10〜15種類あり、

北海道十勝岳の契約農家直送の玄そばを古式石臼挽製法でひく。細

旬のフルーツを盛り合わせた多彩なメニューも人気。この時期はマ
ロングラッセをアクセントにした、スイートポテトがおすすめだ。

200円増で十割そばに変更可能（1日限定20食）。店頭では職人が
そばを打つ。Facebookもチェックを。

画廊喫茶ユトリロ
箱根湯本／MAP P 42 ②
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メニュー／
鴨せいろ
天重
わかさぎ定食

箱根グルメ

☎ 0460-85-7881

神奈川県足柄下郡箱根町湯本692
賚9時～20時 贊不定休
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩3分
http://utrillo-v.com/

めのそばはコシが強くのど越しもいい。名物は大海老やカリッと揚
げた野菜が香り高いそばを引き立てる天ぷらそば。そばメニューは

しんしょう

深 生 そば
元箱根／MAP P 44 ⑤

☎ 0460-83-6618

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根6-17
賚11時～16時30分 ※季節により変動あり
贊不定休 猾あり
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分
http://www.shinshou-soba.com
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箱根グルメ

職人のこだわりが光る
五感で味わう銘菓

創業以来の秘伝スープと
青竹で打つ麺の味わい深さ

創業65年の老舗がつくる看板商品「湯もち」は、湯上がり肌を連想させるし
っとりすべすべのお餅。箱根の記憶をとどめるために、餅の中には早川の岩
石を見立てた羊羹を切り入れ、すぐ隣の小田原がミカンの里であることから
柚子の香りをしのばせた。手作りの味にこだわる職人の思いと、素材の力が
見事に結実した銘菓だ。隣接するカフェスペース「茶のちもと」では、ちもと
の和菓子をおいしいお茶とともにゆっくりと味わえる。

大正元年創業の老舗の中華料理店。人気のラーメンの魅力は、創業以来守り
継がれる秘伝のスープと、職人が太い竹で手打ちする平打ち麺との相性のよ
さにある。あっさりとした醤油スープが、もっちりとした麺のおいしさを引
き立てる。秋には旬のきのこをあんかけにした、きのこラーメンが登場。フ
ァン絶賛の角煮（数量限定）も、ぜひ味わいたい。丼や定食、一品料理も豊富。
2階座敷もあり、家族やグループでもゆっくりと食事を楽しめる。

箱 根を代 表する土産菓子、
湯もち
（左）
。隣はカフェ
「茶
のちもと」
（右上）
。昭和初
期建造の趣ある建物
（右下）
。

秋の味覚たっぷりのきのこ
ラーメン（左）。口の中でほ
ろりとほぐれる角煮も人気
（右上）。

ハイカラ中華

ちもと

日清亭

箱根湯本／MAP P 42 ②

箱根湯本／MAP P 42 ②

☎ 0460-85-5632

☎ 0460-85-5244

神奈川県足柄下郡箱根町湯本690
賚9時〜17時 贊不定休
（年10日程度）
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩5分
http://www.yumochi.com/

神奈川県足柄下郡箱根町湯本703
賚11時〜21時30分
（L.O.21時）
贊火曜 Ⓟあり
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩3分
http://www.hakone-yumoto.com

メニュー／
湯もち
190円＋税
八里
250円＋税
栗むし羊かん（秋季限定）

1400円＋税

あしのこ茶屋

MAP

P 44 ⑤
乙女峠

ふじみ茶屋

MAP

P 41

MAP

桃源台ビューレストラン

600円+税
850円+税
1,000円+税

P 44 ⑤

海賊船「元箱根港」近くの食事処

富士の絶景を楽しみながら食事＆喫茶

富士箱根高原の地元食材を味わう

目の前に絶景の芦ノ湖を眺めながらゆったり

金時山の登山口としても有名なふじみ茶屋。

桃源台ターミナル地下1階にあるセルフサー

と食事が堪能できる。中でもおすすめは、芦

富士山も秋から冬がとてもきれいで食事も

ビスレストラン。明るく広々としているの

ノ湖の豊かな水で育ったワカサギを使用した

一段と楽しくなる。特に好評のもちもちの

で家族連れにおすすめ。数あるメニューの

「わかさぎフライ定食」
。毎年、宮内庁にも献

ほうとう麺は、野菜たっぷりでヘルシー。

中でも醤油ベースのタレで味付けした｢ヨー

身も心も温まる
「ふじみほうとう」
をぜひ。

グル豚のジンジャーソテー｣がおすすめ。

上されている品で人気が高い。ぜひご賞味を。

メニュー／
手打ちラーメン
きのこラーメン
ハイカラ逸品定食

山麓豚の味噌漬け
や小田原産干物が
並ぶ、人気No.1の
「至高の昼ご飯」
（2,680円＋税）。

ホテルメイドのパンのほか、富士屋ラスク
（800円+税）などスイーツも豊富。
メニュー／
究極の朝ご飯 
山薬とろろ膳 
麦めしとろろ膳 
特製自然薯揚げ

メニュー／
クラシックカレーパン 300円+税
レーズンパン
600円+税

メニュー／
わかさぎフライ定食
箱根湯葉そば
箱根湯葉丼
大海老天ぷらそば
豚味噌かつ定食

1,580円
1,300円
1,300円
1,380円
1,580円

☎ 0460-83-6731
神 奈 川 県 足 柄 下 郡 箱 根 町 元 箱 根6-8 賚11時 ～ 16時
（L.O.15時30分）※時季により変動あり 贊木曜 猾あり
箱根登山鉄道箱根湯本駅よりバス40分
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メニュー／
ほうとう
カツ鍋膳

注目

1,450円
1,350円

地下380mから汲み上げている
「ふじみの水」
を料理に使用！

☎ 0550-82-3279
静岡県御殿場市深沢1816 賚9時〜16時
（食事L.O.15時
30分）
※時季により変動あり 贊金曜 猾あり
箱根登山鉄道箱根湯本駅よりバス30分

メニュー／
ヨーグル豚のジンジャーソテー
ふわとろオムライス
和風おろしハンバーグ
朝霧高原豚のカツカレー



1,400円
1,200円
1,300円
1,300円

☎ 0460-84-8887
神 奈 川 県 足 柄 下 郡 箱 根 町 元 箱 根164 賚10時 〜16時
（L.O.15時30分）
※時季により変動あり 贊不定休
猾あり 箱根登山鉄道箱根湯本駅よりバス35分

1,680円+税
2,180円+税
1,780円+税
1,200円+税

ホテルの味を自宅で味わう幸せ

自然薯料理で箱根の自然を堪能

箱根湯本駅徒歩1分の場所にある、湯本富士屋ホテル直営のテイク
アウトショップ。店内にはレーズンパンや食パンなど、ホテルのベ

栄養価が高く、滋養強壮効果があり、新陳代謝を活発にする自然薯

ーカリーで焼きあげたパンがずらり。オリジナルスイーツも充実。
ドレッシングやクッキー、ジャムなどはお土産としても人気。おや
つやお弁当、お土産などに、手軽に利用できる。

富士屋ホテル
ピコット 箱根湯本駅前店
箱根湯本／MAP P 42 ②

☎ 0460-85-6111

神奈川県足柄下郡箱根町湯本706-34
賚10時〜17時 贊無休
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩1分
http://www.yumotofujiya.jp/restaurant/
picot/

は、漢方としても珍重され「山薬」
と呼ばれる。大山山麓で育った
「自
然薯 大山」を使った料理は、アンチエイジングを望む女性や、健康
志向の人に注目されている。名水仕込みの豆腐や地元食材で作るメ
ニューも評判。大きな窓からの景色を堪能しながら味わいたい。
箱根 自然薯の森

や ま ぐすり

山藥

宮ノ下／MAP P 42 ③

☎ 0460-82-1066

神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下224
賚7時〜21時
贊無休
箱根登山鉄道宮ノ下駅から徒歩9分
http://箱根ランチ.com
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湘南茅ケ崎に話題の海女小屋がオープン！

横

のカギ

何も知らないので、まず○○○的な質問を

2

箱根には江戸時代からあるという、滝のような温泉

懸賞
問題
二重枠に入った文字を
〜 順に並べてできる言葉は
何でしょう？

1

A

肩や背中に当てると気持ちいい〜
男３人兄弟の真ん中は？
カンバスを載せる。イーゼルともいう

5

観光客の○○○○がドヤドヤと入ってきた

E

6

平安時代の貴族が楽しんでいた球技？

9

芸者や芸妓が所属する事務所。箱根湯本にもある

11

○○○の正面だあれ？

12

デコレーションともいう

16

大学での教育法の一つ。先生の下に何人かの学生が

17

頭からすっぽりかぶって着る雨具

集まって勉強する
18

なす○○を知らない

19

塔ノ沢、深沢銭洗弁天の隣りにある○○○観音。防

20

ゴム底のを履いているとあまり響かないかな

21

ケンカすること

第 回

3
4

35

火のご利益があるそうな

配ってくれる、飽きさせない演出満載だ。新名所に
人気の海女ちゃん。海女ちゃんタイムには、おすすめ料理のサービスも。

縦
のカギ

揚げたての天ぷらやオススメの一品を海女ちゃんが

宛先
〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-5-1 りそな新百合ヶ丘ビル5F
ミスモ箱根編集部
「クロスワードパズル第35回」係

1

国道１号線の最高地点近くにある。大蛇が棲ん
でいたという伝説も

端なし。また突如始まる「海女ちゃんタイム」では、

7

自分のことをコレに上げて偉そうなことを言う
人もいる

身の桶盛り」がなんと今なら1,000円とお得感は半

ハガキに「第35回の答え」と､ 住所･氏名･年齢･職業･電話
番号を記入し､本号の感想をお書き添えの上､下記までご
郵送ください。締め切りは2015年12月18日貊消印有効。

ドローだとつかない

に海女ちゃんがオススメする赤字覚悟の「朝獲れ刺

応募方法

10 8

実が弾けて、種をとばす花。夏ごろに花を咲か
せる

を食べずして海女小屋は語れない最高の逸品。さら

34

13

舵を動かすハンドルみたいなもの。箱根海賊船
に乗ったら探してみては？

たっぷり入って言う事なし。おこげも美味で、これ

交わると「赤くなる」といわれる

いてくる海女ちゃん特製の土鍋ご飯。湘南しらすが

夏号
（第 回）
の答え

この店の自慢は45種類以上の魚貝と、もれなく付

ヒリュウノタキ（飛龍の滝）

内では可愛い海女ちゃん達がお出迎えしてくれる。

パズル制作：ニコリ

修行のために僧侶が組む
馬にまたがりプレイする球技

浜焼きBBQ食べ放題の話題のお店がオープン。店

コレでつくねやつみれを作る
○○のある、高級感漂うカフェ

約45種類の新鮮魚介は、目移りするほど。

日に行われるお祭。燧火神

24

うりふたつだとつけるのは難しい
虫偏に亡と書くと？

10

22 21 20 19 18 17 15 14

箱根細工は、見れば見るほど○○○で、ほれぼ
れしちゃう

食べこぼしで服に○○ができちゃった

ックが監督した映画の主題歌

28

24

「な
 るようになる」という意味の言葉。ヒッチコ

服を着ていない。温泉に入るときは
みんなこんな姿

政治家にやってもらいたいことの一つかな

26

自分の息子を呼ぶ言葉

29 27

デジカメを選ぶとき、これの数が決め手になる
ことも

25

駒ヶ岳山頂で 月
事がとり行われる

30

23 「水面」

の「すいめん」でない読み

賞品

正解者の中から抽選で1名様に 10,000円分の旅行券
をお贈りします。解答は次号にて発表いたします。
当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただ
きます。
※ミスモ箱根のクロスワードパズルにご応募いただいた個人
情報は旅行券の発送および、個人を特定しない統計的資料
作成のみに使用いたします。

なること間違いないので、チェックしておこう。

⃝80分食べ放題

2,980円+税

⃝80分食べ放題+アルコール飲み放題付き
［要予約］
5,000円（税込）

今ならお得な朝獲れ刺身の桶盛り（左）
。
海女ちゃん特製海鮮土鍋ご飯（右）
。
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海女小屋

TEL.0467-73-8600
神奈川県茅ケ崎市柳島1877-3
賚11時～22時30分（L.O.21時）
㊡無休 http://amagoya.jp/

新湘南
バイパ
ス

湘南浜焼きセンター

崎

茅ヶ

1

平塚

129
134

茅ヶ崎西浜高
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ふぐを食べるなら魚隆で！

第31回一夜城まつり開催

温もり感じるセレクトショップ

小田原ふるさと納税で特典を

毎年恒例の箱根大名行列

東京駅発新規路線運行開始

そば打ち体験を旅の思い出に

新幹線で訪れる客がいるほどの人気店。
天然にこだわり、相模湾の新鮮な地魚
と朝どれ野菜を中心に、この道35年の
店主が腕を振るう。おすすめは、天然
とらふぐコース7,800円+税〜。くえ

石垣山一夜城歴史公園で「第31回一

箱根湯本駅の近く、まんじゅう屋・菜の

小田原市では、ふるさと納税で特産品

箱根旧街道は江戸時代の参勤交代の

10/1㈭、東京駅から東名御殿場・御

二八そばが人気の名店で、そば打ち体

旅の思い出に、全線開通55周年を迎え

夜城まつり」を開催。10/18㈰10時

花の2階には茶房があり、
コーヒーやく

などがもらえるサービスを開始。かま

舞 台。 そ れ を 再 現 す る 行 事 が11/3

殿場駅を経由し、箱根桃源台まで向か

験はいかが。利用は2名から
（2名利用

る箱根ロープウェイのお土産を。運行

〜15時。邦楽演奏や野点など古式ゆ

ずきり、ぜんざいなどを楽しめる。手ぬ

ぼこや干物をはじめ、足柄牛、
鮮魚セッ

㈷、箱根湯本温泉郷で行われる。総勢

う高速バスが運行を開始する。日本有

時1人2,700円、
3名利用時1人2,160

を忠実に再現し、3台のゴンドラが鉄塔

かしいイベントを実施する。豊臣秀吉
が一夜で築いたという城の跡地で歴史

ぐいやシャツ、
食器などが並ぶコーナー
もあり、どれも温もりあるものばかり。

ト、体験ダイビングなど、60品目を
ラインナップ。寄附額に応じて好きな

170名、約6㎞の行列は壮観。一般参
加も可能なので、ぜひ体験を。要事前

数の観光地である箱根に、首都東京か
ら1日6往 復。 運 賃 は 大 人2,160円。

円）。前日までに要予約。自ら打った
そばをその場で食べることができ、家

間を回る
「“電動”くるくるゴンドラパー
ク
（2,000円）
」
。早雲山駅売店、桃源

や松葉蟹など珍しい魚介類もそろう。

情緒に浸りたい。

ひと休みしながらショッピングも。

特典を選べる。詳細は小田原市HPを。

申し込み。詳細はHPで。

web割あり。詳細はHPを。

族やグループに好評だ。

台駅ロープウェイ売店で好評販売中！

味乃魚隆

あじ の うおたか

小田原市観光協会

まんじゅう屋・菜の花「茶房」

小田原市役所

箱根湯本観光協会

小田急箱根高速バス

そば処

蕁0465-24-6877

蕁0465-22-5002

蕁0460-85-7737

蕁0465-33-1661

蕁0460-85-7751

蕁03-3427-3160

蕁0460-85-8498

蕁0465-32-2205

神奈川県小田原市栄町1-10-4 香蘭ビル101
賚11時～14時/17時～22時（L.O.21時30分）
日・祝は～21時（L.O.20時30分）贊不定休

神奈川県小田原市城内1-21
小田原商工会館内
http://www.odawara-kankou.com/

神奈川県足柄下郡箱根町湯本705 2F
賚9時30分〜17時30分（土・日・祝〜18時）
贊無休

神奈川県小田原市荻窪300 問い合わせ／8時
30分～17時15分 http://www.city.odawara.
kanagawa.jp/furusato.html

神奈川県足柄下郡箱根町湯本698
http://www.hakoneyumoto.com/

問い合わせ／10時〜19時
贊無休
http://www.odakyu-hakonehighway.co.jp/

神奈川県足柄下郡箱根町湯本25-8
賚11時〜21時30分 贊水曜 猾あり
http://www.hakone-iori.jp/

問い合わせ／平日9時～17時
http://www.hakoneropeway.co.jp/
※8/19現在、
箱根ロープウェイは全線運休して
おります。
代行バスなどの詳しい情報はホーム
ページをご覧ください。

information
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はこ ね

の いおり

箱根乃庵

information

お土産にロープウェイグッズ

箱根ロープウェイ

エンチャンに会いに行こう！

あなたの荷物を運ぶサービス

11/15㈰フォトロゲ島田大会

第13回小田原おでん祭り開催

箱根強羅公園
「秋の山野草展」

10/4㈰純米酒かまぼこフェス

今冬、箱根町港に新施設誕生

2015年8月にリニューアル！

箱根園水族館のエンチャンは、
バイカル
アザラシをモデルにした縁結びのキャ
ラクターとして大人気。キュートな姿
で一緒に写真を撮れば、きっと願いが

手荷物を箱根湯本駅構内のカウンター
で12時30分までに預けると、15時
以降に宿で受け取れる。帰りは宿（10
時受付締切）から箱根湯本駅まで。手

地図をもとにポイントを回り、写真を
撮ることで得点を集める「フォトロゲ
イニング」。スポーツしながら観光もで
き、年齢問わず楽しめる。今年の最終

10/10㈯・11㈰ 各 日10時 か ら16時
まで、小田原城址公園で開催。今年の
新作おでん種を味わい、ナンバーワン
を決める。老舗や地元製造者が丹精込

今年も、10/10㈯から11/8㈰まで、
秋の山野草展を開催。ホトトギスや大
文字草、フジバカマなど、山野草の寄
せ植えを多数展示。お得な販売コー

神奈川酒造組合13蔵と小田原かまぼ
こ組合13社がタイアップし、
「純米酒
かまぼこフェス」
を開催。各蔵の純米酒
を飲み比べしながら、かまぼこ通りを

箱根海賊船の箱根町港エリアに、癒し
の
「和カフェ」
と
「お土産処」
などの商業
施設がオープン。箱根本陣をイメージ
に、施設内に出店する小田原地区の老

創業1883年、国指定有形文化財に登
録されている老舗旅館。風格ある母屋
や唐傘天井が珍しいヒノキ造りの明治
風呂など、クラシックな佇まいが優雅

かなうはず。ゆるキャラ®グランプリ
にエントリー中。
投票は11/16㈪まで。

ぶらで箱根旅を楽しもう。800円〜
（箱根フリーパス提示で100円引き）。

戦は、人気の静岡県島田大会。茶畑や
SLなどの風景が魅力だ。詳細はHPを。

めて作った、梅みそを付けて食べる
「小
田原おでん」を楽しんでみては。

ナーもあり。入園550円（箱根フリー
パス利用で無料）
。

食べ飲み歩こう！2,000円で飲み放
題。
各蔵の秘蔵酒も限定で試飲が可能。

舗と協力して宿場町の雰囲気を演出す
るとともに、回遊式庭園も整備。

だ。風呂の一部と内装をリニューアル
し、さらなる魅力が生まれた。

フォトロゲイニング
NIPPON実行委員会

小田原おでん祭り実行委員会

箱根強羅公園

小田原かまぼこ通り
活性化委員会

箱根観光船

三河屋旅館

蕁080-6500-1750

蕁0460-82-2825

蕁0460-83-6325

蕁0460-82-2231

会場／小田原城址公園 二の丸広場
JR・小田急線小田原駅から徒歩8分

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300
開催時間／10時〜17時
（最終入園16時30分）
贊無休

問い合わせ／平日9時～17時
http://www.hakone-kankosen.co.jp/

神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷503
http://www.hakone-mikawaya.com/

箱根園水族館

箱根キャリーサービス

蕁0460-83-1151（箱根園内）

蕁0460-86-4140

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139 賚9時〜
17時
（最終入館は閉館40分前）贊無休 猾あり
http://www.princehotels.co.jp/amuse/hakone-en/

神奈川県足柄下郡箱根町湯本白石下707
賚8時30分〜19時 贊無休
http://www.hakone-tozanbus.co.jp

http://photorogaining.jp/

開催日時／10/4㈰10時～17時
https://m.facebook.com/odawarakamaboko
douri
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箱根周 辺広 域 ①

41

箱根 M AP

40

箱根湯本②

仙石原④

43

強羅･ 宮 ノ 下 ･ 大 平 台 ③

42

小 田原⑥

元箱根･箱根町⑤

風 祭 ･入生田⑦

45

44

読 者 プ レ ゼ ント
Pr e s e n t s

風を感じる宿で過ごす
究極のぜいたく時間

野天風呂で心身ともに
リフレッシュ！

箱根湯本の高台に佇む風を感じる温泉宿。スカイテラスや貸
切露天風呂の心地よさは格別。非日常のぜいたくを…。

広々とした大浴場と開放的な野天風呂が人気のホテ
ル。敷地内の庭はまさに高原。家族旅行にも最適。

Staff

蘂0460-84-8595
http://www.hakonekogenhotel.jp

1組

2

Deputy Editor in Chief
浦本洪一朗
Sales&Promotion Staff
齊藤
淳 善波まとか

Writer
角田 実香
吉澤 実祐

小村
梅川

淳子
佳華

Designer
宮沢友佳子
中島 敦子
堀古千恵子

佐藤
久野
山川

亜紀
大輔
若菜

Photographer
井原 淳一

塔ノ沢、仙石原、芦ノ湖、強羅に8軒の旅館とホテルを
持つ一の湯グループ。
老舗旅館からリゾート旅館まで。

全店共通グルメペア宿泊券

（1組30,000円相当）

箱根一の湯グループ

蘂0460-85-5331（総合予約センター）
http://www.ichinoyu.co.jp/

1組

2

協力
小田急電鉄株式会社
小田急箱根グループ
伊豆箱根鉄道株式会社
一般財団法人箱根町観光協会
小田原箱根商工会議所
小田原市

4

2015年4月、温泉露天風呂が誕生。豊かな自然の中、
箱根外輪山を眺めながらゆったりと癒しのひとときを。

体験無料招待券

温泉浴場ご入浴券

箱根クラフトハウス

蘂0460-82-9210
http://www.crafthouse.org/

5組

10

箱根仙石原プリンスホテル

蘂0460-84-6111
www.princehotels.co.jp/hakone-sengokuhara/

5組

10

名様

株式会社インクルーブ
営業企画部 蕁044-959-3750

2組

体験工房のクラフトハウス。トンボ玉をはじめ、吹き
ガラス、陶芸、サンドブラストなどみんなで楽しめる。

名様

〒215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-5-1
りそな新百合ヶ丘ビル5F
http://www.mismonet.com
本誌の広告に関するお問い合わせは

ランチ券（3,500円）

山のホテル フランス料理レストラン ヴェル・ボワ
蘂0460-83-6321
http://www.odakyu-hotel.co.jp/yama-hotel

自然と呼応する
モダン温泉リゾート

郊美

発行
株式会社インクルーブ

今春、リニューアルオープンした山のホテルの新ラン
チメニュー
「ビーフシチュー」
が好評。

箱根旅の思い出に
オンリーワン土産を

Map Design
小林 重子
DTP Staff
白澤 淳奈 神谷

2

名様

寛子

名様

松林

蘂0460-85-5541
http//www.aura-tachibana.com/

1組

庭園と芦ノ湖を望む
絶好のロケーション

Editor in Chief
牧
淑子

Editor
相原佳代子

あうら橘

あなた好みの宿を
見つけて

Publisher
中村 和広
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森の舘・和室平日宿泊券

（1泊2食付）

印刷・製本
サンケイ総合印刷株式会社

次号は2015年12月中旬
発行予定です。
本誌に掲載されている施設・店舗
の開館・営業時間、料金、定休日、
イベント開催期間、メニューの内容
等は予告なく変更となる場合があり
ますので、
あらかじめご了承ください。
発行部数100,000部
（日本ABC協会報告部数）
本誌の写真、
イラストレーション、
地図、
文章等の無断転載・複製を禁じます。
狡インクルーブ
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応募
方法

プレゼントの応募は希望商品1点につき1通とさせていただきます。
お一人で2点以上応募の場合はそれぞれ別々に応募してください。

ハガキ･FAX･Eメールのいずれかを利用して
■アンケートの回答 ■希望賞品 ■住所
■氏名 ■年齢 ■職業（学年） ■電話番号
■Eメールアドレス（お持ちの方のみ）
を明記して､ 右記までご応募ください。
■アンケート
笊 本号で面白かった
（役に立った）
記事やコーナー、
広告を3つあげてください。
笆 本号の特集Ｐ6〜11の中で行ってみたい場所は？
笳 ミスモ箱根で紹介した宿に泊まるとしたら、何を利用して予約しますか？
漓
 宿に直接電話 滷宿泊予約サイト 澆旅行代理店 潺その他（
）
笘 観光地としての「箱根」への要望や期待したい点は？

笙今
 後
「ミスモ箱根」
で取り上げてほしい記事や特集があれば
教えてください。
笞 本号に対するご意見やご感想をご自由にお書きください。
■宛先
●ハガキ
〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-5-1 りそな新百合ヶ丘ビル5F
ミスモ箱根編集部
「ミスモ箱根秋号プレゼント」係
●FAＸ
044-959-3751
●Eメール hakone@mismonet.com
■締切 2015年12月18日
（金）
（消印有効）
■当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※ミスモ箱根の読者プレゼントにご応募いただいた個人情報はプレ
ゼントの発送および個人を特定しない統計的資料作成に利用する
ほか、賞品を協賛企業等から直送する場合、必要な情報を協賛企
業等に開示することになりますのでご了承ください。
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