
宿泊
Lodging

Topic

【場所】松田町寄3415　【時間】9：00～17：00　【料金】お問合せください【駐車場】

有り（無料）　【定休日】月午後・火（祝日の場合は翌日）・年末年始

【交通】富士急湘南バス「寄(やどりき)」行きで終点バス停「寄(やどりき)」下車　

【お問合せ】☎0465-89-2960

寄自然休養村管理センター
やどりきしぜんきゅうようそんかんりせんたー

P.29MAP

P.15参照

【場所】松田町寄5605　【時間】9：00～17：00（11～3月16：00）　【入園料】大人

（18歳以上）200円、小人（３歳～17歳）100円、ドッグランの利用で犬1頭300円

（犬入園料10回につき次の1回分無料）　【休園日】火（祝日の場合は翌日）・年末

年始　【駐車場】57台（普通車500円、大型車1,500円）　【交通】東名高速「大井

松田 IC」から車で約20分　【お問合せ】☎0465-89-3113

要予約
バーベキューや川遊びもできる、

自然を満喫する宿泊施設です。

合宿でもご利用ください。

Wi-Fi

使
え ま す

寄ふれあいドッグランがリニューアルしました。これまでの、大自然の

中を走るドッグランスペースは活かしながら、「三ツ星」を超える特別

で上質感のあるドッグランに生まれ変わりました。

リニューアル
オープン！

2017年7月

四季ごとに収穫できる寄産野

菜とフルーツとこだわりの素材

を使用した、愛犬と楽しめるカ

フェです。地場野菜や愛犬グッ

ズ、お土産品も販売。自然に囲

まれたテラス席はおすすめです。

【場所】松田町寄5605　【時間】10：00～17：00　【定休日】火（祝日の場合は

翌日）・年末年始　【駐車場】57台（カフェ利用のみの場合は無料）　【交通】

東名高速「大井松田 IC」から車で約20分　【お問合せ】☎0465-43-8984

寄七つ星カフェ
やどりきななつぼしかふぇ

P.29MAP

寄七つ星ドッグラン
やどりきななつぼしどっぐらん

P.29MAP
【場所】松田町寄4165　【時間】チェックイン

15：00、チェックアウト10：00　【料金】要確認　

【定休日】年中無休　【駐車場】30台（無料）　

【交通】終点「寄」下車、徒歩約７分

【お問合せ】☎0465-89-2037

民宿 仙口
みんしゅく　せんぐち

P.29MAP

【場所】松田町寄3424　　【時間】チェックイン

14：00、チェックアウト10：00　【料金】要確認

【定休日】水曜　【駐車場】有り

【交通】終点「寄」下車、徒歩約1分

【お問合せ】☎0465-89-2015

民宿 一休
みんしゅく　いっきゅう

P.29MAP

【場所】松田町寄4055　【時間】チェックイン

14：00、チェックアウト10：00　【料金】要確認　

【定休日】年中無休　【駐車場】有り

【交通】終点「寄」下車、徒歩約5分

【お問合せ】☎0465-89-2327

ログキャビンしおや
ろぐきゃびんしおや

P.29MAP

【場所】松田町寄3308　【時間】チェックイン

15：00、チェックアウト10：00　【料金】要確認　

【定休日】年中無休　【駐車場】有り

【交通】「中山」下車、徒歩約1分

【お問合せ】☎0465-89-2250

民宿 せど
みんしゅく　せど

P.29MAP

民　宿

【各民宿へのアクセス】富士急湘南バス「寄(やどりき)」行きに乗車

Wi-Fi

使
え ま す
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【コース距離】

　約10.3km

【歩行時間】

　約3時間30分

　（休憩含まず） タコチバ山

タケ山

【コース距離】約6.5km

【歩行時間】約3時間10分（休憩含まず）

シダンゴ山・宮地山ハイキングコース

源頼朝が妻政子の安産祈願のため相模十ヶ所寺の一つに選んだ

「波多野弥勒寺」が前身です。ご神木の大杉は、樹齢推定530年とい

われています。また3月の第一土曜日に「寄神社例祭」があり、山車も

出てひときわ賑わいます。

【場所】松田町寄2547　【駐車場】無し

【交通】富士急湘南バス「寄(やどりき)」行きで「支所前」下車、徒歩約1分

寄神社
やどりきじんじゃ

平安、鎌倉、室町、戦国と時代の激流を巧みに

乗り越えた伝説や名所が残っています。

平安、鎌倉、室町、戦国と時代の激流を巧みに

乗り越えた伝説や名所が残っています。ハイキング
コース

日帰りの本
格的コース

寄大橋

シダンゴ山

西平畑
公園

最明寺
史跡公園

寄自然休養村
管理センター

土佐原しだれ桜

寄ロウバイ園

尺里峠

宮地山

高松山

第六天

新松田駅

710

小田急

田代向

【コース距離】約10km

【歩行時間】約4時間30分

　　　　　　　　　（休憩含まず）

やどりき
水源林

詳しい「ハイキングマップ」もございます。

高松山とはなじょろ道・
虫沢古道コース

【コース距離】約8.4km

【歩行時間】約4時間

　　　　　　　（休憩含まず）

松田山みどりの風
自然遊歩道

平安時代中期の「延喜式神名帳」

に記載された延喜式内社の1つで

す。日本武尊の「腰掛石」や樹齢

推定530年のカシの木があります。

【場所】松田町松田惣領1767【交通】

小田急線「新松田駅」から徒歩7分、JR

御殿場線「松田駅」から徒歩5分

【お問合せ】寒田神社 ☎0465-82-1931

【場所】松田町松田惣領2160【交通】

小田急線「新松田駅」又はJR御殿場

線「松田駅」から徒歩約7分

【お問合せ】延命寺 ☎0465-82-0401

寒田神社
さむたじんじゃ

萬松山延命寺といい、開山は文

明４年（西暦1472年）曹洞宗で

す。観音堂には町指定文化財の

三仏像が所蔵されています。

延命寺
えんめいじ

本格的な登山コース
変化に富んだコースで、丹沢の

山並を満喫でき、雄大な景色を

楽しむことができます。

P.6参照

かながわ名木100選町天然記念物

かながわ名木10
0選 町指定文化財

P.29MAP

P.27MAP P.27MAP

【場所】松田町神山640　【交通】小田急線

「新松田駅」から徒歩約25分

道祖神祭りのときには、神山神社の

太鼓が奉納されます。

神山神社
こうやまじんじゃ

P.27MAP

バス停終点
寄

日帰り入浴

健楽の湯

せせらぎ山荘

【場所】松田町松田惣領17-2（健康福祉センター３階）

【時間】10：00～17：00（入館16：00まで）　【料金】大人

（12歳以上）2時間まで400円、3時間まで500円、小人

（12歳未満・大人同伴）100円（3歳未満無料）、高齢

者・障がい者（大人）3時間まで200円、障がい者（小

人）無料　【定休日】月曜（祝日の場合は翌日）・12月25

日～1月5日　【駐車場】有り　【交通】小田急線「新松田

駅」から徒歩約15分　【お問合せ】☎0465-84-1196

【場所】松田町寄1352　【料金】お問合せください　

【定休日】木曜　【お問合せ】☎0465-89-2674

健楽の湯
けんらくのゆ

P.27MAP

せせらぎ山荘

せせらぎさんそう

P.29MAP

鍋割山

歴史
History

Topic

Wi-Fi

使
え ま す

はなじょろ道
入口

タケ山古道
コース

えんぎしきじんみょうちょう

こしかけいし
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ギャラリーに足を一歩踏み入れる

と、やわらかなパステルカラーの

ガラスアートに出会えます。

【場所】松田町寄3428　【体験内容】グラス・アクセサリー等　【開催】13：00～17：

00/土・日のみ　【料金】1,500～4,000円（送料別）　【定休日】火曜　【駐車場】有り

　【交通】富士急湘南バス「寄(やどりき)」行きで終点バス停「寄(やどりき)」下車、

徒歩3分　【お問合せ】☎0465-25-2157

宮冨ガラス工房
みやとみがらすこうぼう

P.29MAP

木の器は温もりがあり、使うほどに

味が出てきます。体験には地元産

の檜を使用しています。

【場所】松田町寄2457　【体験内容】ぐい飲み（湯呑）　【開催】体験日に関しては

お問合せください　【料金】2,000円（塗装は別料金）　【駐車場】有り　【交通】富士

急湘南バス「寄(やどりき)」行きでバス停「田代向」下車、徒歩15分

【お問合せ】☎0465-89-4110

樹の工房
きのこうぼう

P.29MAP

【場所】松田町寄1437　【体験内容】シルクスクリーン刷り　【開催】体験日に関しては

お問合せください　【料金】5000円～　【駐車場】有り　【交通】富士急湘南バス「寄(や

どりき)」行きでバス停「田代向」下車、徒歩5分　【お問合せ】0465-89-2312（牧嶋）

シルクスクリーン刷り体験でポスト

カードや版画を製作します。小学

生以上からご参加いただけます。

岡部版画工房
おかべはんがこうぼう

P.29MAP

【場所】松田町寄5995　【体験内容】湯呑・一輪挿し等　【開催】9：00～12：00/13：

00～16：00　【料金】1日体験3,000円（粘土1kg、釉薬、焼成代含む）※作品のお

引渡しは1ヶ月前後　【定休日】月曜・火曜　【駐車場】有り　【交通】富士急湘南バ

ス「寄(やどりき)」行きでバス停「田代向」下車、徒歩20分

【お問合せ】携帯090-5800-0526

ギャラリーには、可愛らしいふくろ

うやお坊さんが並ぶ。陶芸が初め

てでも土を楽しむことができます。

陶楽どろんこ
とうらくどろんこ

P.29MAP

要予約
3日前まで

初心者からベテランまで楽しめます。

【場所】酒匂川流域　【期間】６月1日～10月14日　【料金】遊漁証(年券・日釣り券）

要購入　【交通】小田急線「新松田駅」から徒歩10分、JR御殿場線「松田駅」から

徒歩8分　【お問合せ】酒匂川漁業協同組合　☎0465-37-4277

富士山を背景に釣りが楽しめ、7月末の「寒田神社・例大祭」の御神

輿みそぎと、釣り風景は夏の風物詩です。

酒匂川アユ釣りの解禁
さかわがわあゆつりのかいきん

毎年
6月1日

専門的な趣味や家族が楽しめる豊かな自然の中、芸術体験ができます。

レジャー
Leisure

Topic

要予約

要予約

要予約
1週間前まで

【場所】松田町寄321　【時間】平日6：00～18：00、土日祝5：00～18：00　【料金】平日7,960円

～、土日祝9,960円～（税込）※乗用カートセルフ　【定休日】年中無休　【駐車場】有り154台（無

料）　【交通】東名「大井松田ＩＣ」から車で約15分、「新松田駅」よりクラブバス運行有り

【お問合せ】☎0465-83-2111

おだわらごるふくらぶ　まつだこーす

小田原ゴルフ倶楽部　松田コース P.29MAP

【場所】秦野市柳川大峯771-1　【時間】6：30～18：00　【料金】平日15,640円、休日23,340円　

【定休日】1月1日（祝）　【駐車場】有り（無料）　【交通】東名「大井松田ＩＣ」から車で約15分　

【お問合せ】☎0463-87-1811、FAX0463-87-1001

太平洋クラブ　相模コース P.29MAP

たいへいようくらぶ　さがみこーす

【場所】松田町松田惣領885　【時間】9：00～17：00（冬季は

16：00）　【料金】1回9ホール（Par33)50円（用具レンタル代無

料）、小学2年生以下は利用不可　【定休日】月・木（祝日の場

合は翌日）・年末年始　【駐車場】有り（無料）　【交通】小田急

線「新松田駅」・JR御殿場線「松田駅」から徒歩約6分

【お問合せ】☎0465-83-3331、☎0465-83-1228（松田町観

光経済課公園係）

【場所】松田町松田惣領3033-1　【時間】クラブハウス6：00～、レストラン7：00～　【料金】平

日15,300円、休日20,300円（税別）　【定休日】12月31日、1月1日　【駐車場】有り　【交通】東

名「大井松田ＩＣ」から車で約15分、「新松田駅」よりクラブバス運行有り

【お問合せ】☎0465-82-1311

チェックメイトカントリークラブ
ちぇっくめいとかんとりーくらぶ

P.27MAP

川音川パークゴルフ場
かわおとがわぱーくごるふじょう

P.27MAP

体験
Experience

Topic

ゴルフ
Golf

Topic

レ
ジ
ャ
ー

ゴ
ル
フ
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要予約

要予約

伝統と若さが織りなす
創業190年以上の歴史を刻む酒蔵

丹沢系の水を使った、

ここでしか飲めない

クラフトビールです。

【場所】松田町松田惣領1216松屋ビル

1Ｆ　【時間】9：30～19：00　【定休日】年

末年始　【お問合せ】☎0465-44-4820

まちの駅あしがら P.27MAP

【場所】松田町松田惣領1215-10　【時間】9：30

～16：30（冬期～16：00）　【定休日】土・日・祝

日、年末年始　【お問合せ】☎0465-82-6540

コスモス館 P.27MAP

うめびあ2013年神奈川県知事賞

松田町物産店

【場所】松田町松田惣領1875

【時間】10:00～17:00　【酒蔵

見学】無料※要予約　【定休

日】不定休　【駐車場】有り10

台（大型バス1台）　【交通】小

田急線「新松田駅」から徒歩3

分、JR御殿場線「松田駅」から

徒歩5分

【お問合せ】☎0465-82-0024

地酒 松美酉
中澤酒造

じざけまつみどり／なかざわしゅぞう

P.27MAP

01

【場所】松田町松田惣領1203　

【時間】10：00～18：00　【定休

日】日曜　【駐車場】有り1台　【交

通】小田急線「新松田駅」・JR御

殿場線「松田駅」から徒歩3分

【お問合せ】☎0465-82-2207

足柄山の金太郎粉末茶
あしがらやまのきんたろうふんまつちゃ

P.27MAP

06

【場所】松田町寄

【お問合せ】☎0465-88-3358

藍で染めよう！
あいでそめよう

10

【場所】松田町寄5605

【お問合せ】☎0465-89-3910

木象嵌工房　貞
もくぞうがん　さだ

P.29MAP 11

奴さん最中
やっこさんもなか

P.27MAP 09

足柄茶まんじゅう
あしがらちゃまんじゅう P.27MAP

07

【場所】松田町松田惣領1845

【時間】9：00～19：00　【定休

日】日曜　【駐車場】有り8台

（無料）　【交通】小田急線「新

松田駅」・JR御殿場線「松田

駅」から徒歩3分

【お問合せ】☎0465-83-1515

足柄ハッピーモルト
ワイン＆フーズ ヨコヤマ

あしがらはっぴーもると／
　わいん＆ふーずよこやま

P.27MAP

02

【場所】松田町松田惣領1877

【時間】11：00～22：00【定休

日】水曜・第三火曜

【お問合せ】☎0465-82-5705

さくら鱒の寿司
松寿司

さくらますのすし／まつずし

P.27MAP

03

【場所】松田町松田惣領

1138-5　【時間】9：00～16：00

【定休日】日曜・祝日

【お問合せ】☎0465-83-5814

足柄牛弁当
キッチンひまわり

あしがらぎゅうべんとう／
きっちんひまわり

P.27MAP

05

01

06

08

07

09

10

11

02

03

04

05

さくら鱒の燻製
松田町
寄自然休養村養魚組合

さくらますのくんせい／
まつだまちやどりきしぜん
きゅうようそんようぎょくみあい

04
P.29MAP

P.13参照

松田町産 蜂蜜「寄一番」
蜂花苑やどろぎ荘

まつだまちさん
はちみつ「やどりきいちばん」／
ほうかえんやどろぎそう P.29MAP

08

P.16参照

みかん大福
生姜、キュウリの佃煮
オレンジピール等

P.29MAP

ロウバイ染め

ロウバイまつり限定販売
桜まつり限定販売

松田町の
お土産

寄に群生する「アカシア」をメインに、

年1回しか採蜜せず、

自然濃縮にこだわっています。

季節により

変わり餡も

登場します。

つぶ餡の中の抹茶だれが

とろりと口の中で

香りが広がります。

自然豊かな

寄で生産した

藍を使用。

箱根小田原地方に

100年以上伝わる

木画。

丹沢山系の斜面にある茶畑では、

味と香りに優れたお茶が生産されています。

中津川の清流で

養殖されたさくら鱒は、

脂がのった逸品です。

足柄牛を

秘伝のタレで

煮込んだそぼろと

焼き肉を

白米に

のせました。

西丹沢を流れる中津川の清流で
育まれたさくら鱒

P.27MAP
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