
紅葉もイルミネーションも！自然を満喫できる都市公園

ちゅう 散策かな

秦野戸川公園

※
2,496,000円
車両本体価格（消費税8％込み）

フリード HYBRID G･Honda SENSING（6人乗り）

型式：DAA-GB7 1.5L i-VTEC＋i-DCD 
7速デュアルクラッチトランスミッション車/FF

コンパクトミニバンだから
ラクラクドライブ！

【Honda SENSINGについて】 ■各機能の能力には限界があります。各機能の能力を過信せず、つねに周囲の状況に気をつけ、安全運転を
お願いします。各システムは、いずれも道路状況、天候状況によっては、作動しない場合や十分に性能を発揮できない場合があります。
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深まる秋、見頃を迎える紅葉とクリスマスムードを高める幻想的なイルミネーション。
今回はついついカメラを構えてしまう、美しい景色が魅力の写真映えスポットをご紹介します。

スポットフォトジェニック最旬

2017年12月16日（土）～12月25日（月）までXmas イルミネーション開催 Photo：フリード HYBRID G･Honda SENSING（FF/6人乗り）
ボディカラーはブルーホライゾン・メタリック

特集

　神奈川県西部・丹沢の登山口に位置する神奈川県立秦
野戸川公園。雄大な丹沢の山並みを背景に、バーベキュー
（要予約・有料）や農業体験（有料）などが楽しめるほか、
ボルダリングやフワフワジャンプなどの本格的な遊具も
豊富で、家族連れにも人気のスポットです。
　11月には公園を囲む表丹沢の山々の紅葉が真っ赤に染
まり、公園のランドマークである風の吊り橋との共演
が楽しめます。紅葉が見頃の時期には、11月23 日～11月
26日の期間限定で茶室のライトアップが行われ、幻想的
な風景が広がります。紅葉の見頃のあとの12月には、風
の吊り橋やパークセンター前でクリスマスイルミネーショ
ンが点灯し、山麓の澄んだ闇の中で美しく輝きます。
　自然いっぱいの広々とした公園へ、秋や冬だけの景色
を見にドライブにでかけましょう！

真っ赤な紅葉＆煌めくイルミネーション

真っ赤な紅葉 ＆煌めくイルミネーション

真っ赤な紅葉 ＆ 煌めくイルミネーション 真っ赤な紅葉 ＆ 煌めくイルミネーション

■神奈川県秦野市堀山下1513　■TEL／0463 -87- 9020
神奈川県立秦野戸川公園へのアクセス

■神奈川県愛甲郡清川村宮ヶ瀬 940 -5 　■TEL／046 -288 -1340
宮ヶ瀬湖畔園地へのアクセス

■神奈川県平塚市大原1-1　■TEL／0463-35 -2233
平塚市総合公園へのアクセス

■横浜市金沢区釜利谷東 5-15 -1　■TEL／045 -783 -9100
横浜市金沢動物園へのアクセス

イベント情報 2017年11月25日（土）～ 2018年2月18日（日）ライトアップ開催

イベント情報

※価格はすべて消費税（8％）込みの価格です。掲載価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりません。
■車両本体価格には、応急パンク修理キット・標準工具・ジャッキが含まれます。■販売店でセットする付属品は別途です。■車両本体価格には特別装備品以外のメーカーオプション、ディーラーオプションの価格は含まれておりません。
■車両本体のみでもご購入いただけます。■写真は印刷のため、実際の色とは異なる場合がございます。■掲載内容に明らかな不備があった場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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　横浜市最大級の森に囲まれた金沢自然公園内にあ
る動物園。11月～12月上旬に紅葉の見頃を迎え、動物も
紅葉も楽しめます。赤く色づいたハート型の葉が可愛い
ナンキンハゼや、黄金色に輝いてみえる美しいイチョウの
並木道、金沢自然公園内みずの谷を彩る紅葉はとってお
きのビュースポットです。

真っ赤な紅葉 ＆煌めくイルミネーション

横浜市金沢動物園

　約230 種10 万本の樹木が植えられ、広大な敷地を持
つ総合公園。「ふれあい動物園」や「日本庭園」などの施設
があり、お子様からご年配の夫婦まで幅広い年代の方が利
用しています。11月下旬には「流れの広場」周辺の大きな
イチョウや、メタセコイアの並木道など、秋に色づく園
内を楽しめますよ！

真っ赤な紅葉 ＆煌めくイルミネーション

平塚市総合公園

　関東三大イルミネーションのひとつ「湘南の宝石」。江の
島サムエル・コッキング苑の入り口から始まる光のトンネル
が、メイン会場である江の島シーキャンドルへ誘います。
江の島シーキャンドルで行われる「光の大空間」は、イル
ミネーションが 360℃の範囲に吊るされる、直径最大
70mの巨大な空間。日本有数の規模を誇ります。

江の島サムエル・コッキング苑

　水と緑に囲まれた宮ヶ瀬湖畔にある「宮ヶ瀬湖畔園
地」では、毎年「宮ヶ瀬クリスマスみんなのつどい」を
開催しています。
　高さ約 30mの巨大な自生のもみの木に１万個のイルミ
ネーションを灯すジャンボクリスマスツリーや花火が打
ち上げられ、冬の宮ヶ瀬の夜を彩ります。

宮ヶ瀬湖畔園地

■神奈川県藤沢市江の島 2-3　■TEL／0466 -23-2444
■営業時間／9：00～20：00 （最終入場 19：30）
■入苑料金／大人（中学生以上） 1名 200円・小人（小学生）1名 100円

江の島サムエル・コッキング苑へのアクセス

イベント情報

宮ヶ瀬クリスマスみんなのつどい11月25日（土） ～12月25日（月） 
17：00 ～ 22：00（点灯時間）
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ハダノ浪漫食堂

グ

Cafe Tenbaグ

宮ヶ瀬湖畔園地観

平塚漁港の食堂

グ

平塚市
総合公園 観

丸焼きたこせんべい
あさひ本店

グ

江の島
サムエル・コッキング苑

観

横浜市
金沢動物園

観

神奈川県立
秦野戸川公園

観

観 ：紅葉スポット

観 ：イルミネーションスポット

：グルメスポットグ

今月の散策マップ

紅葉の彩り、イルミネーションも綺麗なこれからの季節！お食事も楽しみながらドライブしませんか？■神奈川県秦野市栄町 1-13 花輪第2ビル 1F　■ TEL／0463-68-8466
■営業時間／ランチ11：30～15：00（L.O 14：00）
　 居酒タイム17：00～23：00（うどん L.O 22：00・その他 food、drink L.O 22：30）
■定休日／木曜日

ハダノ浪漫食堂へのアクセス

　お昼はうどん屋、夜は居酒屋、さらにイベント会場とし
ても利用可能な、いくつもの顔を持つ複合施設。中でも
おすすめは、だしソムリエによるこだわりの「だし」と、
地元秦野産小麦を使用した「秦野名水うどん」。大正浪漫
が漂う店内でゆっくりお食事を楽しめますよ！

■神奈川県藤沢市江の島 1-4 -10　■ TEL／0466 -23-1775
■営業時間／9：00～18：00
■定休日／木曜日

丸焼きたこせんべい あさひ本店へのアクセス

　香ばしい焼きたてが食べられる話題のせんべい屋さん。
名物の「丸焼きたこせんべい」は、たこを丸ごと2～3 匹
プレスした 20cm 四方の大きなせんべいで、出来立て
アツアツを求めて休日は行列ができるほどの人気ぶり。
しょうゆベースのほんのりピリ辛な味付けが特徴です。

Cafe Tenba
カフェ テンバ

グルメ 平塚漁港の食堂グルメ

ハダノ浪漫食堂グルメ あさひ本店グルメ

■神奈川県愛甲郡清川村宮ヶ瀬 940 -18　■TEL／046 - 288 - 2009
■営業時間／10：00 頃～日没
■定休日／木曜日

Cafe Tenba へのアクセス

　宮ヶ瀬湖畔園地を望む、眺めの良い場所にあるおしゃ
れなカフェ。地元食材の清川恵水ポークを使った「豚バラ
炙りのっけ飯」や「キッシュ」など豊富なメニューを取り揃
えています。都会で疲れたカラダを癒しながら、湖やイ
ルミネーションを店内から眺めることができます。

■神奈川県平塚市千石河岸 51-14　■TEL／0463 - 86 - 6892
■営業時間 11：00～15：00 （LO14：30）※当日ご用意した魚がなくなり次第閉店
■定休日／毎週水曜日、第1・3火曜日

平塚漁港の食堂へのアクセス

　漁港からほど近く、開放感がある店内が特長の食堂。
職人が腕によりをかけて生み出す料理に使われる食材は、
どれもその日漁港で獲れたばかりの新鮮な魚です。旬の魚
を存分に味わえる「Deli デリ御膳」や野菜とともに煮付け
た「地魚あら煮膳」など平塚のおいしい魚が味わえます。

※価格はすべて消費税（8％）込みの価格です。掲載価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりません。
■車両本体価格には、応急パンク修理キット・標準工具・ジャッキが含まれます。■販売店でセットする付属品は別途です。
■車両本体価格には特別装備品以外のメーカーオプション、ディーラーオプションの価格は含まれておりません。■車両本
体のみでもご購入いただけます。■写真は印刷のため、実際の色とは異なる場合がございます。■掲載内容に明らかな不備
があった場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

上質感あふれるプレミアムな軽でおでかけを！

※
1,598,000円
車両本体価格（消費税8％込み）

N-ONE Premium Tourer

型式：DBA-JG1 0.66L＋ターボ CVT（トルクコンバーター付）
［7スピードモード付］＋パドルシフト車/FF

＊上記価格には写真の有料色およびメーカーオプションの価格は含まれておりません。

※
2,353,320円
車両本体価格（消費税8％込み）

グレイス HYBRID EX・Honda SENSING

型式：DAA-GM4 1.5L i-VTEC＋i-DCD 
7速デュアルクラッチトランスミッション＋パドルシフト車/FF

Photo：N-ONE Premium Tourer（FF）
ボディカラーは2トーンカラースタイル〈ミラノレッド＆ブラック〉（有料色：59,400円高）

メーカーオプション（あんしんパッケージ［前席用i-サイドエアバッグシステム＋サイドカーテン
エアバッグシステムなど］、運転席グラブレール、ディスプレイオーディオはセットで100,980円高）装着車

くつろぎに満ちたセダンで優雅にドライブ！

Photo：グレイス HYBRID EX・Honda SENSING（FF）
ボディカラーはブリリアントスポーティブルー・メタリック

【Honda SENSINGについて】 ■各機能の能力には限界があります。各機能の能力を過信せず、つねに周囲の状況に気をつけ、安全運転を
お願いします。各システムは、いずれも道路状況、天候状況によっては、作動しない場合や十分に性能を発揮できない場合があります。
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写真映えのするスポットとともに、グルメスポットもご紹介！ちゅう 散策かな特集




