
座間西店
スタッフ

ハンドルが自動で回り、駐車時の運転操作をアシスト。
カメラで駐車枠を自動認識する機能により、スムーズな操作を実現。

※「マルチビューカメラシステム」装着車

■Hondaスマート
パーキングアシスト
システムは自動駐車
システムではありま
せん。バック駐車、縦
列駐車時に運転者の
ハンドル操作の負担
を軽減するための運
転支援システムで
す。車両の前進、後
退、ブレーキ操作は、
運転者が行ってくだ
さい。通常の駐車時
と同様に、必ず目視
で周囲の安全を直接
確認してください。

駐車枠を自動認識
ステアリング制御による
ハンドル操作タイプ別メーカーオプション

■Hondaスマートパーキングアシストシステム

詳しい情報は
こちらから

高さ数十mの断崖絶壁に囲まれている岬。県立真鶴半島自然公園
の景勝地として、県内外の観光客に広く知られる場所で、海岸線の
自然美を堪能できる。半島の先端にそびえる「三ツ石（笠島とも呼
ばれる）」の注連縄のあいだから初日の出が昇ることで特に有名。

ケープ真鶴では、元旦は、早朝５時から営業し、暖かいもの
を販売致します。
コーヒーなどテイクアウトできます。

サザンオールスターズのCDジャケットにも使われたサザンビー
チモニュメント「茅ケ崎サザンC」。このC越しにえぼし岩を眺め
ながらの初日の出を見ることができる。正面に「えぼし岩」、東に
「江の島」、西に「富士山」が望める絶好のロケーション。

メリケン波止場とも呼ばれる長さ483m、幅約70mの桟橋。屋上
広場からは、ベイブリッジの右手にのぼる初日の出を拝むこと
ができる。天気がよければビルの合間に富士山が見えることも。
地下駐車場は24時間営業（年中無休）。

県立真鶴半島自然公園

県立真鶴半島
自然公園

サザンビーチ
ちがさき

横浜港大さん橋
ターミナル

ケープ真鶴近くにあります！

■住所：足柄下郡真鶴町真鶴1175ほか
■電話：0460-84-9121
■交通：西湘バイパス 石橋ICから約30分
■駐車場：無料　33台

■住所：足柄下郡真鶴町真鶴1175-1
■電話：0465-68-1112
■駐車場：3箇所／140台

足柄下郡真鶴町

サザンビーチちがさき
茅ケ崎市

横浜港大さん橋ターミナル
横浜市中区

■住所：横浜市中区海岸通1-1-4
■電話：045-211-2304
■交通：首都高速 横浜公園出入口から約3分
■駐車場：400台／60分500円
 24時間（平日1,500円、土・日曜、祝日2,000円）

■住所：茅ケ崎市中海岸4-12986
■電話：0467-82-1111
■交通：東名高速道路 厚木ICから約30分
■駐車場：350台／1日2,000円

日の出を見たいと友に誘われ、ステップ ワゴンス パーダで海岸線へ。
寒さが身にしみる今日この頃。夜明け前の時間帯は一日の中で最
も冷え込む。しかしステップワゴンの車内は快適だ。足を伸ばして日
の出までの数十分をリラックスして過ごす。「そろそろかな」と彼が
つぶやき熱いコーヒーの入ったボトルをドリンクホルダーに収めた。
このクルマ特有の後部ワクワクゲートから、車内に冷気が入らない
よう、素早く冷え切った車外へ。凍える手にスマホのカメラを構えつ
つ、太陽が東の海から昇って来る一瞬をじっと待つ。空が徐々に明
るくなり、今か今かと足踏みする。ダウンジャケットと使い捨てカイ
ロを装備しているものの、海風は思いのほか冷たく、晒している顔
の皮膚を容赦なく突っ張らせる。

横に居る友の顔を覗き込んで声をかけた。瞬間その顔がオレンジ
色に明るくなり、瞳を見開いたかと思いきやすぐさま細めた。私も
海の方を向く。日の出だ！ 眩しい。　
冷え切った顔が温もりを感じ、凛としたエネルギーが染み渡る。
来て良かったと心底思う瞬間だ。ひとしきりパワーチャージし、温か
い車内に逃げ帰る。朝日を浴び輝くスパーダも、気のせいか神々し
く頼もしい。車内でスマホの写真をチェック。よく撮れてはいるもの
の、現場の空気感までは映らない。自分の目で、肌で感じる事が大
切だと再確認した。帰り道、運転する私の横で友は高いびき…。そん
な時でもホンダセンシングが安全運転をサポートしてくれる。
この安心感。技術の進歩に感謝したい。

冷え切った身体に朝日を浴びる。じんわりみなぎるパワー。冷え切った身体に朝日を浴びる。じんわりみなぎるパワー。

日の出までゆったりと過ごせる…
贅沢な時間の使い方。
日の出までゆったりと過ごせる…
贅沢な時間の使い方。

Photo：ステップ ワゴン SPADA
HYBRID G Honda SENSING（FF）

ボディカラーはオブシダンブルー・パール

ステップ ワゴン SPADA HYBRID G
Honda SENSING
●型式：6AA-RP5 ●2.0L DOHC i-VTEC+i-MMD ●FF 3,350,160円

車両本体価格（消費税8％込み）

当店通常価格（消費税8％込み）

29,160円
取付アタッチメント込・工賃別途

★

詳しい情報は
こちらから

詳しい情報は
こちらから

元旦は、
休憩所と足湯を解放
しています。日の出まで
おくつろぎください

新春特別
企画 日の出を見に行こう

ステップ ワゴン SPADA
ハイブリッドの
詳しい情報を
動画でお届け！！

▼

★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。
■イラストは機能説明のための作動イメージです。画面はハメコミ合成。

【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。

●運転席はそのままで、2列目3列目のシートを倒して、リラックス空間を。

■ステップワゴンならではの大空間

■写真は機能説明のためのイメージ
■図は機能説明のためのイメージ

ディーラーオプション■ハンズフリースライドドア 両手が　　　

ふさがっていても、

足先をかざすと

スライドドアが

自動で開閉。

〈渋滞追従機能付〉
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ドライブMAP
お出かけの際はホンダカーズ中央神奈川の店舗へ
お気軽にお立ち寄り下さい。
ウエルカムドリンクをご用意してお待ちしております。

詳しくは▶
こちら　

おすすめ

ドライブ
スポット

初詣　　＆いちご狩り初詣　　＆いちご狩り
詳しくは▶
こちら　

詳しくは▶
こちら　

このイチゴ園は全ハウス「高設栽培」が特徴。通路スペースもしっ
かり確保されていて車イスやベビーカーでも気軽に楽しめます。
人気の紅ほっぺやおいCベリーなどの食べ比べができるのが魅力。
よつぼしやあまおとめといった新しい品種も栽培しています。

すぎやまいちご園

鶴岡八幡宮 選べる交通安全守。可愛いお子様用も！

■住所：平塚市小鍋島1172　■電話：0463-55-0265
■交通：東名高速道路 厚木ICから約25分
■駐車場：50台 無料

■料金：【大人（小学生以上）】1月2日～1月6日 1,800円、1月7日～4月7日 1,700円、
 4月8日～5月6日 1,200円、5月7日～5月20日 700円
 【小人（2歳～就学前）】1月2日～1月6日 1,000円、1月7日～4月7日 900円、
 4月8日～5月6日 700円、5月7日～5月20日 500円

■料金：【小学生以上】1月～3月 1,800円、4月1日～GW 1,400円、
 GW後～6月第一日曜日 1,200円
 【2歳～5歳】1月～3月 800円、4月1日～GW 700円、
 GW後～6月第一日曜日 600円

■料金：【小学生以上】オープン～1月6日 1,800円、1月7日～4月6日 1,700円、
 4月7日～GW 1,200円、GW後～、閉園 700円
 【2歳～就学前】オープン～1月6日 1,000円、1月7日～4月6日 900円、
 4月7日～GW 700円、GW後～閉園 400円

■住所：鎌倉市雪ノ下2-1-31　■電話：0467-22-0315
■交通：横浜横須賀道路 朝比奈ICから約5km
■駐車場：40台  9：00～19：30  1時間まで600円 以降30分毎300円

オーナーが丹精込めて育てたイチゴが、30 分食べ放題で味わえます。
全棟高設栽培なので、イチゴの高さはお子さんの目の高さ。かがまずに、
立ったままイチゴ狩りが楽しめます。有機質をふんだんに使い、丹精込めて
育てたいちご達が皆さまをお迎え致します。

立ったままイチゴ狩りが楽しめる

AGRI WAYS（アグリウェイズ）

■住所：小田原市上曽我2624　■電話：080-3218-4115
■交通：小田原厚木道路 小田原東ICから約7分
■駐車場：80台 無料

※掲載している情報は2017年12月8日（金）現在のものです。定休日や料金などは変更される場合もありますので、事前にご確認されることをおすすめ致します。　● 写真、イラストはイメージです。※掲載している情報は2017年12月8日（金）現在のものです。定休日や料金などは変更される場合もありますので、事前にご確認されることをおすすめ致します。　● 写真、イラストはイメージです。

化学農薬を極力減らす為、天敵農法を導入して
おりますので、安心してお召し上がり頂けます。

売店ではイチゴのモチーフがかわいらしい
オリジナルのストラップなどを販売しています。

車椅子や
ベビーカーも安心

人気のいちごを食べ比べできる

期 間 期 間

紅ほっぺ よつぼし とちおとめ
おいCベリー よつぼしやよいひめ 桃薫
あまおとめ レッドパール

紅ほっぺ おいCベリー とちおとめ
やよいひめ もういっこ レッドパール

1月上旬～5月中旬

立ったままイチゴを摘みとれる高設栽培を導入し、糖度にこだわった
美味しいイチゴを用意して、皆様のご来園をお待ちしています。
ベビーカーや車イスでもＯＫの広めのスペースでゆったりとイチゴの
味を楽しんで頂けます。

内海いちご園

■住所：厚木市下津古久696
■電話：046-228-6967
■交通：東名高速道路 厚木ICから約3分
■駐車場：15台 無料

日光がたっぷりふりそそぐ明るいハウス
あきひめ

よつぼし

紅ほっぺ おいCベリー

1月上旬～5月下旬

正月は全国有数の参拝者数を記録する鶴岡八幡宮。源頼義公が奥州を平定した際に
京都の石清水八幡宮を現在の材木座に勧請し、由比若宮を建てたのが始まりといわれる。
治承4（1180）年、源頼朝公が鎌倉に本拠地を置くと同時
に現在地へ遷した。
元旦から7日までは、「御判行事」という御神印を額に
いただき、厄除けや身体健全を祈る神事が行われ、境内
は参拝客で大にぎわいとなる。

新春ドライブ特集新春ドライブ特集
交通安全

お守り
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古くから厄除けのお大師さまと親しまれ、厄除けをはじめ
諸願成就の護摩祈願を毎日おこなっている。大本堂では、
元日0:00より元朝大護摩供が修行され、1年の無病息災を
祈願する大勢のご信徒が参拝する。
自動車交通安全祈祷は自動車交通安全祈祷殿において、
お車と乗員の方の安全を祈願し、交通安全札・お守り・
ステッカーをお授けします。

日本三大弁財天を祀る江島神社は、田寸津比賣命を祀る「辺津宮」、 市寸島比賣命を
祀る「中津宮」、多紀理比賣命を祀る「奥津宮」の 三社からなる御社です。
仏教の守護神である、天部の一つ「弁才天」を祀る、
「日本三大弁天」に数えらているのが「江島神社」です。
音楽の才能など、芸能・芸術的な才能がアップすると
して、数多くの芸能人から信仰されています。

川 崎 大 師 ドライバーとお車のご祈祷も！ ステッカータイプのお守りも人気！

■住所：川崎市川崎区大師町4-48　■電話：044-266-3420
■交通：首都高速道路 横羽線・川崎線大師出口から約1分
■駐車場：700台  8：00～17：00（1/1～1/31は状況により時間変更あり） 
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江 島 神 社 八方睨みの亀の交通安全ステッカーがオススメです 

■住所：藤沢市江の島2丁目3番8号　■電話：0466-22-4020
■交通：東名高速道路 横浜町田ICから約40分
■駐車場：周辺の有料駐車場をご利用下さい

詳
し
い
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ら
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期 間 1月上旬～5月下旬 霧が丘店スタッフ




