
「関東の富士見百景」「かながわの景勝50選」に選ばれ、富士山、
丹沢山塊や秩父山系はもとより、遠くは筑波山や房総半島まで
360度の眺望を望むこともできる人気のハイキングスポットです。

陣馬山 緑区佐野川

見る

【アクセス】
JR「藤野駅」から和田行きバス、「陣馬登山口」、「上沢井」、「和田」のいずれか
で下車。

【アクセス】
JR「藤野駅」から「和田」行きバス、「鎌沢入口」又は終点下車。

陣馬山の麓に位置する佐野川地区は、山間の傾斜地にある段々
茶畑や土蔵のある街並み景観、さらにはそこでの生業の歴史が
評価され、平成21年に「日本の里100選」に選ばれています。

日本の里100選
「佐野川地区」緑区佐野川

【アクセス】
JR・京王線「橋本駅」北口から「三ヶ木（久保沢・中野経由）」行きバス、「都井沢」
下車、徒歩45分。

城山湖は本沢ダムでせき止めて造られた人造湖です。「神奈川の
探鳥地50選」や「かながわの公園50選」にも選ばれ、周囲に
は金刀比羅宮や航空神社などの見所もあり、ダム湖を一周する
散策路は変化に富んだ展望が楽しめるスポットです。

城山湖周辺 緑区川尻

【アクセス】
JR・京王線「橋本駅」北口から「三ヶ木（新小倉橋・関経由）」行きバス、「宮原」
下車、徒歩３分など。

相模川に架かる美しいアーチ型の橋は、「かながわの景勝50選」、
「神奈川の橋100選」、「相模川八景」、「推奨土木遺産」に認定
されています。夏には「灯ろう流し」や「ライトアップ」などが行わ
れます。

新・旧小倉橋 緑区小倉

相模川ふれあい科学館
アクアリウムさがみはら 中央区水郷田名

山中湖と忍野八海を水源とする全長113kmの相模川の上流から河
口までを長さ40ｍの水槽で表現した「流れのアクアリウム」をはじ
め、展示水槽や展示装置、身近なものを使ったものづくりワーク
ショップなど、子どもから大人まで家族で楽しめます。
【アクセス】
JR「相模原駅」から「水郷田名」行きバス、「ふれあい科学館前」下車すぐ。
☎042-762-2110　◯9時30分から16時30分まで

日本の宇宙科学研究の中心を担う機関の一つであるJAXA相模原
キャンパスの「宇宙科学探査交流棟」では、屋外にあるM-Vロケット
の実機模型のほか、人工衛星・探査機やロケットの模型、解説
パネル、映像作品などをご覧いただけます。

JAXA 相模原キャンパス
宇宙科学探査交流棟 中央区由野台

【アクセス】
JR「淵野辺駅」南口から徒歩20分、又は「青葉循環」バス、
「市立博物館前」下車、徒歩3分。
☎050-3362-3540　◯10時から16時
※必ずHPで休館日をご確認ください。

体験
緑豊かな里山や工房で
癒やしのひとときを

グリーンタワー相模原展望塔・アジサイ小路・フィールドアスレチッ
ク・芝生広場・ふれあい動物広場・樹木広場・花の谷・水の広場と変
化に富んだ空間が配置され、センター広場には大花壇があり、四季折々
の花を楽しむことができます。

相模原麻溝公園 南区麻溝台

【アクセス】
JR「原当麻駅」から徒歩20分。小田急線「相模大野駅」から「女子
美術大学」行きバス、「総合体育館前」下車、徒歩2分など。

宮ヶ瀬ダム建設によってできたダム湖で、「ダム湖百選」にも認定
されています。湖周辺には美しい景観が望めるスポットやアミュー
ズメント施設が点在しています。「あいかわ公園（愛川町）」から
見る、期間を限定して行われる観光放流は迫力があり、大勢の方が
来園されます。また、「鳥居原園地」に隣接するふれあいの館（いえ）
は農産物や地元産品の直売所になっています。

宮ヶ瀬湖
鳥居原ふれあいの館

【アクセス】
JR・京王線「橋本駅」北口から、「鳥居原ふれあいの館」行きバス、
終点下車すぐなど。

津久井湖
城山（津久井城）
県立津久井湖城山公園 緑区根小屋

津久井湖は、城山ダムで相模川をせき止めてできた人造湖です。周囲
に広がる津久井湖城山公園は、桜の名所であり県内でも有数の景勝地
です。城山は、かつて津久井城と呼ばれ、南麓のパークセンターで
は城の歴史やウォーキングマップなどの資料が入手できます。
【アクセス】
JR・京王線「橋本駅」北口から「三ヶ木（久保沢・中野経由）」行きバス、「津久井湖
観光センター前」下車すぐなど。パークセンターへは、下車20分。

梅・アジサイ・花菖蒲・薔薇などが広範囲
に植栽されていて、一年を通して、四季折々
の花が楽しめる憩いの場です。雑木林の散
策路、ピクニック広場などがあり、アスレ
チック設備は、小さな子どもや家族連れに
人気です。　

相模原北公園 緑区下九沢

【アクセス】
JR・京王線「橋本駅」南口から「相模川自然の村」行きバス、
「北公園・北総合体育館前」下車すぐなど。

道志川の清流にたたずむ「緑の休暇村セ
ンター」は、和室やコテージでの宿泊だ
けでなく、食事、休憩、テニスなどの利
用ができます。また、いやしの湯、合唱館、
キャンプ場が隣接していますので、楽し
み方もいろいろ。清流の音を聴きながら、
気の合う仲間や家族と豊かな自然に包ま
れて、ゆっくりリラックスしてください。

青根緑の休暇村センター 緑区青根

【アクセス】
JR・京王線「橋本駅」北口から「三ヶ木」行きバス、終点乗り換え。
「東野」又は「月夜野」行きバス、「東野」下車、徒歩20分など。
☎042-787-2215　◯受付時間9時～17時（休館日・毎週火曜日）

緑区鳥屋
いえ

約26haの広大な敷地には、熱帯大温室と
花と緑の憩いのサロンが複合したサカタ
のタネグリーンハウスをはじめ、大噴水
をメタセコイア並木と色とりどりの花壇
が囲む壮大なフランス式庭園や、県内最
大級の花しょうぶ園の水無月園など、四
季を通して楽しめる公園です。映画やド
ラマのロケ地としても利用されています。

県立相模原公園 南区下溝

【アクセス】
小田急線「相模大野駅」から「上溝」行きバス、
「県立相模原公園前」下車すぐなど。

相模湖は、相模川を相模ダムに
よってせき止めて造られた人造湖
です。大自然の中でワカサギやブ
ラックバス、ヘラブナなどの釣り
が楽しめ、湖では遊覧船やボート
遊びのほか、四季折々の花々を楽
しむことができます。

相模湖
県立相模湖公園 緑区与瀬

【アクセス】
JR「相模湖駅」から
湖畔までは徒歩10分。

さがみ湖リゾートプレジャーフォレストは子どもから大人まで
楽しめる、キャンプ場、野外バーベキュー場、遊園地、温泉など
が組み合わさった複合レジャー施設です。春は桜、夏はプールや
キャンプ。秋から初冬は紅葉と、関東 3 大イルミネーションに選
ばれた「さがみ湖イルミリオン」を同時に楽しむことができます！

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト 緑区若柳

【アクセス】
JR「相模湖駅」から「三ヶ木（阿津経由）」行きバス、
「プレジャーフォレスト前」下車すぐなど。

学ぶ
遊ぶ

18世紀初頭の僧侶の住まいで、県下では
近世の庫裡はあまり残っておらず、保存
状態が良いこと、近世における庫裡と民
家との建築的関連を考えるうえで貴重な
建物であることから、神奈川県指定重要
文化財として保存されています。

古民家園（旧青柳寺庫裡）緑区大島

【アクセス】
JR・京王線「橋本駅」南口から「上大島」行きバス、終点下車、
徒歩15分、又はコミュニティバス「相模川自然の村」行きバス、
終点下車、徒歩5分。 
☎042-760-1130
◯9時30分から16時30分（7月、8月は17時30分）

史跡田名向原遺跡公園
旧石器ハテナ館　中央区田名塩田

旧石器時代（約２万年前）のわが国最古といわれる住居状遺構が発見
された遺跡です。出土した石器は、長野県や伊豆、箱根等の黒曜石
が使われており遠隔地との交流が窺えます。向いの旧石器ハテナ館は、
全国的にも数少ない旧石器時代をテーマにした学習館で、縄文・古墳・
平安時代までの歴史を楽しく学ぶ事ができます。
【アクセス】
JR相模線「原当麻駅」から「田名バスターミナル」行きバス、
「田名向原遺跡」下車すぐ。
☎042-777-6371　◯９時から18時（4～ 10月）　９時から17時（11～３月）

小原宿本陣 緑区小原

神奈川県下で唯一現存する甲州道中
の宿場本陣です。豪壮な門構え、
入母屋造の建物、13室の部屋などが
残されていて、県の重要文化財、市
の景観重要建造物、かながわの建築
物100選にも指定されています。

【アクセス】
JR「相模湖駅」から「三ヶ木（桂橋経由）」行きバス、「小原」下車、徒歩2分。
☎042-684-4780　◯火曜から日曜の午前9時30分から16時（入館は15時30
分まで）月曜祝日の場合は直後の平日が休館

道保川の清流と横山丘陵の自然を活か
した野鳥のさえずりが絶えない緑豊か
な公園です。6月頃には、沢で蛍が鑑
賞できます。川のせせらぎとメジロや
シジュウカラなどの野鳥のさえずりで、
環境庁の「日本の音風景100選」にも選
ばれました。

道保川公園 中央区上溝

【アクセス】
JR「上溝駅」から「相模大野駅」行きバス、「七曲り下」下車、
徒歩5分など。

尾崎咢堂記念館 緑区又野

「憲政の神」と言われた尾崎行雄（尾崎
咢堂）の生誕の地。昭和32年１月、
尾崎家代々の屋敷跡にこの建物が建設
され、館内には貴重な資料が展示され
ています。　　　
【アクセス】
JR・京王線「橋本駅」北口から「三ヶ木（上中沢・三井経由）」
行きバス、「尾崎記念館」下車すぐなど。
☎042-784-0660　◯9時から16時30分

相模の大凧センター 南区新戸

天保年間（1830年～ 1844年）から続
く「相模の大凧揚げ」の文化の保存・継
承のため建設。大凧まつりの映像を自
由に視聴できる展示室、世界や日本各
地の伝統的な凧が展示されているギャ
ラリーなどがあります。

【アクセス】
JR相模線「相武台下駅」から徒歩10分。
☎046-255-1311　◯９時から18時

自然・歴史・天文の三つのテーマで常設展示を行っています。小
惑星探査機「はやぶさ」の原寸大模型、発掘された土器や昔の農具、
動植物の標本などが展示され、目で見て、楽しみながら、学べます。
直径23メートルの県内最大級のプラネタリウムは迫力満点です。

市立博物館 中央区高根

【アクセス】
JR「淵野辺駅」南口から徒歩20分、又は「青葉循環」バス、
「市立博物館前」下車すぐなど。
☎042-750-8030　◯9時30分から17時

南区磯部

縄文時代中期（約5,000年前）の大集
落跡であり、国指定史跡です。大正
15年発見の「勝坂式土器」は、中期
の代表的な土器です。また、多くの
打製石斧の発見で「原始農耕論」が提
唱されるなど、考古学史上、極めて
重要な遺跡です。

史跡勝坂遺跡公園

【アクセス】JR「下溝駅」から徒歩20分。
☎042-769-8371（市文化財保護課）
〇管理棟・復元住居内の見学は、水曜～日曜の９時から16時
　（月曜・火曜が祝日の場合は開放）

【アクセス】
JR・京王線「橋本駅」北口から「三ヶ木（上中沢・三井経由）」行き、「上中沢」
下車、徒歩30分。

三井山頂にある東慶寺の呼称で、
八王子市の「高尾山薬王院」、伊
勢原市の「日向薬師」、東京都中
野区の「新井薬師」とともに「武
相四大薬師」と言われています。
昭和の時代に、柔道草創期を描
いて人気を博した「姿三四郎」が
決闘した場所として、境内には
石碑が建てられています。

峰の薬師
緑区三井

「見て・感じて」楽しく学ぼう！

大自然が溢れ、絶景スポットが満載。
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主な問い合わせ先
【全　般】

相模原市観光協会　☎042-771-3767
https://www.e-sagamihara.com

【旧城山町エリア】
城山観光協会　☎042-783-8065
http://www.shiroyama-info.jp

【旧津久井井町エリア】
津久井観光協会　☎042-784-6473

　https://www.tsukui.ne.jp/kankou/

【旧相模湖町エリア】
　相模湖観光協会　☎042-684-2633

　https://sagamiko.info/

【旧藤野町エリア】
藤野観光協会　☎042-684-9503
https://info-fujino.com

オギノパン

複数の糸を組み合わせて、一本のひもを
作る組紐（くみひも）。「津久井の組紐」は、
相模原市津久井地域で、伝統的な技術を
守りながら、新たな技術や商品を開発し
発展しています。

津久井の組紐

「津久井在来大豆」は、相模原市緑区の
千木良（ちぎら）地区を中心に、県内で
古くから栽培されてきた大豆です。昔
はこの地域を津久井（つくい）郡と言っ
たことから、「津久井在来大豆」という
名前になりました。

津久井在来大豆
藤野地区の特産品の代表格が「ゆず」です。
藤野地区には、自然豊かな山麓の清浄な空気
と太陽の光が育んだ、ゆずを厳選して用いた
製品がいろいろあります。

ゆず製品

丹沢あんぱんはオギノパンの立地
する神奈川・丹沢山系にちなんで
創られたあんぱんです。薄皮の自
家配合ブリオッシュ生地に、和菓
子餡を包んだ、ちょっと贅沢な
「あんぱん」です。

たまご街道
南区麻溝台地域は、昔から養鶏業が盛んでした。
現在は７社が「麻溝畜産会」を結成して、鶏舎や
直売所が点在する市道を「たまご街道」と名付け、
地域活性化に取り組んでいます。

推し土産スイーツ
市内の洋・和・パン菓子製造店を対象と
して、市民の投票で選ばれた「推し土産
スイーツ」。
あなたの「推し」たいスイーツがきっと
見つかります。

相模原の地酒
「巖の泉」・「相模灘」　
「巖の泉」を製造販売する清水酒造は、宝暦元年（1751年）
創業の県内では最も古い歴史を持つ老舗酒蔵です。また、
久保田酒造が製造する「相模灘」は、かながわの建築物
100選に選定されている入母屋の酒蔵で作られた地酒
です。

自然豊かな藤野エリアで、農作業や山仕事、
加工食品作りなどの体験や、里山の伝統食
を地元の方々と一緒に作って食べる昼食な
ど、里山の暮らしやライフスタイルを気軽
に楽しく体験できます。

藤野里山体験ツアー

【アクセス】
JR「藤野駅」から「和田」行きバス、
終点下車、徒歩15分。
☎042-687-5151

「日本の里100選」に選定された懐かしい景
観の中、地域資源を活かした小学生対象の
竹細工体験や蒟蒻作りなど季節に応じた豊
富な体験イベントを楽しむことができます。

和田の里体験センター「村の家」

【アクセス】
JR「藤野駅」から「奥牧野」行きバス、又は
「やまなみ温泉」行きバス、「赤沢」下車、
徒歩１時間。
☎042-689-2051

ホタルやギフチョウが飛びかう自然豊かな
環境で、石窯でのピザ焼き、ブルーベリー
収穫、竹笛作り、野鳥観察など、里山なら
ではの体験プログラムを楽しむことができ
ます。

篠原の里センター

気軽に陶芸や木工、ガラス工芸等の芸術体
験ができる体験工房と、ファミリー・団体
等の宿泊に利用できる宿泊棟、そしてスタ
ジオ・ホールがあるので、音楽、劇、ダン
ス等の日帰り練習や合宿にも最適です。

藤野芸術の家

おみやげSA
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日本の里 100選
かながわの景勝 50選

日本の音風景百選
花の百名山
イルミネーション 100選
森林浴の森百選
日本の滝百選
ダム湖百選
かながわの花の名所 100選

かながわの探鳥地 50選

かながわの公園 50選

かながわの建築物 100選

かながわの橋 100選

佐野川地区 
無量光寺 
小倉橋周辺 
城山（津久井城山） 
嵐山からの相模湖 
陣馬山 
道保川公園 
生藤山 
相模湖イルミリオン 
藤野（相模湖）の雑木林 
早戸大滝 
宮ヶ瀬湖 
県立相模原公園（ハナショウブ） 
市立麻溝公園（クレマチス） 
市役所さくら通り（ソメイヨシノ） 
カタクリの里（カタクリ） 
青根緑の休暇村（ハナショウブ） 
津久井湖周辺（ヤマザクラ） 
相模湖畔（ソメイヨシノ） 
陣馬山山頂（ヤマザクラ） 
相模原貯水池（相模原沈殿池） 
相模川中流（中央区・南区） 
城山湖 
峰の薬師　・津久井湖 
相模湖 
つるま自然の森公園 
県立相模原公園 
相模原麻溝公園 
道保川公園 
城山湖周辺 
津久井運動公園（津久井又野公園） 
県立相模湖公園 
石井家住宅 
久保田本家 
小原宿本陣 
相模川ふれあい科学館 
・新昭和橋　・高田橋
・名手橋　・相模川水路橋
・青野原大橋　・小倉橋
・桂橋　・三井大橋
・日連橋　・相模湖大橋
・亀見橋　・嵐山橋
・勝瀬橋　・弁天橋
・弁天橋（東海自然歩道）

さがみはら景勝地 50 選・100 選

泊まる

　

魅力がつまったお土産、大切な人へぜひ。

食べる
グルメなあなたにオススメの一品。

営業時間、休業日などにつきましては直接お問い合わせください。

C-3 C-3

C-2 C-1

【アクセス】
JR中央線　「藤野駅」下車
自動車　中央高速道相模湖インターから、
約５分
〈受付〉☎042-684-9503（藤野観光協会）

【アクセス】
JR「藤野駅」から「奥牧野」行きバス又は
「やまなみ温泉」行きバス、「藤野芸術の家」
下車すぐ。
☎042-689-3030　◯9時から21時

東横 INN京王線橋本駅北口
橋本パークホテル
アイホテル橋本
アパホテル〈相模原橋本駅前〉
相模川自然の村　清流の里
割烹旅館桂川亭
三太旅館
青根緑の休暇村センター
割烹旅館　清水亭
桂月
もみぢ旅館
割烹旅館五本松
沼本旅館
陣馬の湯　旅館　陣渓園
陣馬の湯　旅館　陣谷温泉
藤野芸術の家
ホテルクラウンヒルズ相模原
東横 INNJR横浜線相模原駅前
ホテルリブマックス相模原駅前
小町旅館
ホテルリブマックスBUDGET相模原
東横 INN横浜線淵野辺駅南口
割烹旅館旭屋
ホテルウィングインターナショナル相模原
高野旅館
ホテルルートイン相模原 -国道 129号 -
ホテルリブマックス南橋本駅前
アパホテル〈相模原古渕駅前〉
パラディスイン相模原
小田急センチュリー相模大野
米山旅館

緑区橋本3-2-8

緑区橋本 3-4-4

緑区橋本 3-14-14

緑区橋本 6-4-12

緑区大島 3497-1

緑区川尻 1119

緑区三ヶ木 1979-1

緑区青根 807-2

緑区与瀬 377

緑区与瀬 983

緑区与瀬 1014

緑区千木良 1352

緑区寸沢嵐 342

緑区吉野 1848

緑区吉野 1806

緑区牧野 4819

中央区相模原 4-1-2

中央区相模原 4-1-16

中央区相模原 7-1-28

中央区淵野辺 1-12-9

中央区淵野辺 4-15-11

中央区鹿沼台 1-14-6

中央区水郷田名 2-14-1

中央区上溝 5-1-30

中央区上溝 5-14-70

中央区上溝 3960-1

中央区南橋本 2-3-6-1

南区古渕 3-9-8

南区麻溝台 1-2-8

南区相模大野 3-8-1

南区松が枝町 12-9

042-770-1045

042-774-6112

042-700-1225

042-774-8100

0120-988-547

042-782-7600

042-784-0087

042-787-2215

042-684-3311

042-684-2059

042-684-2057

042-685-1370

042-685-0347

042-687-2537

042-687-2363

042-689-3030

042-769-1100

042-862-1045

042-730-1300

042-752-2255

042-704-3535

042-768-1045

042-762-6262

042-761-3333

042-762-6141

042-764-3211

042-772-7733

042-757-6551

042-702-2800

042-767-1111

042-746-3772

G-3
G-3
F-3
F-3
F-3
D-3
B-4
C-2
C-2
C-2
D-2
D-3
C-2
C-2
C-3
G-3
G-3
G-3
G-3
G-3
G-4
F-4
G-4
G-4
G-4
G-3
H-4
G-4
H-4
H-5

G-3

観光からビジネスまで、宿泊施設ご紹介。

自然・公園・レジャーを満喫、楽しさ満点！

相模原商工会議所が実施する、「個性的で魅力ある店づ
くりを行い、消費者に支持される店舗」を表彰する事
業の大賞受賞店です。

「お店大賞受賞店・飲食部門」相模原商工会議所

毎年開催される相模原市の秋のビッグイベント「さが
みはらフェスタ」で、市内のラーメン専門店が腕を競
い、その年のグランプリを決定します。ラーメン好き
なら食べ歩きもいかがですか。

 らぁ麺グランプリ

※当マップの画像は、「さがみはら観光写真コンテスト」入賞作品や各施設から
　ご提供をいただき作成いたしました。誌面を借りまして御礼申し上げます。

F-3

C-1

G-4 G-5

G-4
D-2

E-3

E-2

F-3

G-4

G-5

D-4

F-4

G-4

G-5

F-3

D-3

B-4

E-3

G-5

B-1

八景の棚
南区下溝

相模川と丹沢山系が一望でき、
さくらの花に始まり四季折々の
眺望が楽しめます。昭和10年
「県下名勝史跡45選」に選ばれ
た記念石碑や武田信玄が戦勝を
祈念して植えた「さいかち」の
木もあります。
【アクセス】
JR「下溝駅」から徒歩7分。

G-5

E-3

藤野  芸術の道 緑区名倉

昭和から平成にかけて、当時の藤野町
のまちづくりとしてスタートした『ふ
るさと芸術村構想』のなかで、名倉地
区に30点あまりの野外環境アート作
品がつくられました。自然豊かな里山
の道を散策しながら、作品をみること
ができます。
【アクセス】
JR「藤野駅」から徒歩。
芸術の道は約6kmになります
専用のマップもあります。

C-2

E-3

相模川沿いの上流は小倉橋から下流は座架依橋上流までの全長約
16キロメートルの散策路です。この散策路から見える相模川は、
季節や時間によって様々な表情を見せてくれます。

相模川散策路 F-4

特産品販売所特産品販売所

観光情報の発信と地元の特産物の販売を
目的とした津久井湖岸の施設です。全国
的にも有名な組みひも、良質の水を活か
した地酒、地元の原材料で作られたうどん
やかんこ焼き、季節の農産物など津久井
の特産品を販売しています。

緑区太井174-2　☎042-784-6473
〇9時から17時　休み　年末年始ほか
【アクセス】JR・京王線「橋本駅」北口から「三ヶ木（久保沢・中野経由）」
　　　　　行きバス、「津久井湖観光センター前」下車すぐなど。

津久井湖観光センター

ハイキングマップや、施設のチラシ、
イベントのチラシなど常備。
地元で採れたゆずなどの特産品の販売や、
藤野在住の多数の作家の本、器、雑貨
などの作品を展示販売をしています。 
緑区小渕1702-3
☎042-687-5581
〇8時30分から17時　休み　12月29日から1月3日
【アクセス】JR「藤野駅」からすぐ。

ふじのね藤野観光案内所

さがみはらアンテナショップ

宮ヶ瀬湖を一望できる絶好のロケー
ションで、朝採り新鮮野菜と地元特産品・
工芸品を販売する他、地場野菜を中心と
したお食事も楽しめます。体験教室など
のイベントも数多く開催している他、
組みひも機の体験ができます。

緑区鳥屋1674　☎042-785-7300　〇9時から17時
休み　火曜日（祝日の場合は営業）、年末年始　ほか
【アクセス】JR・京王線「橋本駅」北口から「鳥居原ふれあいの館」行き
　　　　　バス、終点下車すぐなど。

サムゲタン、BBQ
百笑の台所
緑区牧野4611-1
☎042-689-6105

個室イタリアン
Lovers Rock
中央区相模原1-3-8
岩本ビルB1
☎042-750-5080

たまごでみんな笑顔に
sweet eggs
（スイートエッグス）
南区麻溝台5-14-39
☎042-742-6621

鳥居原ふれあいの館

JR相模湖駅前ロータリーに面し、相模
湖畔や小原宿本陣、緑区内ハイキング
などのパンフレットや情報を得ること
ができます。また、特産品の販売も行っ
ていますので、お帰りの際にもお気軽
にお立寄りください。
緑区与瀬1183　☎042-649-0661
〇8時30分から17時　休み　年末年始（12月29日から1月3日まで）
【アクセス】JR「相模湖駅」からすぐ。

相模湖観光案内所

sagamix
こだわりの地元生産者が作る新鮮野菜や
肉・卵・パン。贈り物におすすめの相模
原の食材を使った加工品やお菓子、地元
酒蔵など相模原の魅力がたくさん詰まっ
たアンテナショップです。

南区相模大野3-2-1
ボーノ相模大野ショッピングセンター２F
☎042-705-8455　〇10時から21時　休み　元旦のみ
【アクセス】小田急線「相模大野駅」から徒歩２分。

時宗の開祖、一遍上人のゆかりの古刹
です。明治26年の大火により本堂など
が焼失。現存しているのは「山門（高麗
門）」のみですが、境内は「かながわ景
勝50選」にも選ばれ、本尊は木造一遍
上人立像で最初の市指定文化財です。

当麻山無量光寺 南区当麻

【アクセス】
JR「原当麻駅」から徒歩15分。
☎042-778-0284　

G-5

イタリアンレストラン
灯　～ akari ～
緑区中沢706-4
☎042-785-3633（要予約）

H-4

E-3

C-2

C-2

D-4

編集発行：公益社団法人相模原市観光協会
発　　行：2022年２月

津久井湖畔イタリアン
季逢庵（きほうあん）
緑区太井121
☎042-780-8014

インド・ネパール料理
モナの丘
南区下溝4390
☎042-777-8586

川魚料理　割烹旅館
旭屋
中央区水郷田名2-14-1
☎042-762-6262（要予約）

とことんこだわり餃子
とことん餃子の朝日屋
中央区相模原5-10-10 
カンノインビル101
☎042-730-6161

薪焼き石窯ピザ専門店
ピッツェリア　童人夢農場
（ドリームファーム）
緑区青山3126
☎042-784-0961

スペイン料理
SOLEADO
中央区矢部3-5-7
☎042-752-3513

全室個室の会席料理店
日本料理　小田原屋
緑区橋本5-8-22
☎042-773-2229（要予約）

ランチメニュー
相模川自然の村　清流の里
レストラン清流
緑区大島3497-1
☎042-760-0952

自然を感じて、
遊んで、食べて
癒されるまち

～さがみはらの魅力が満載～

SAGAMIHARA
相模原観光マップ


