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※掲載している情報は2018年12月11日（火）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。　● 写真はイメージです。※掲載している情報は2018年12月11日（火）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。　● 写真はイメージです。

「ハッピーアイランドカウントダウン2019」では、新年の幕開けを盛大
に祝うさまざまなイベントを開催！年越し直前から始まる｢カウント
ダウンライブ｣や、約3,000発の花火が音楽に合わせて打ちあがる
「ニューイヤー花火シンフォニア」で新年をにぎやかに彩ります。
水族館やアトラクションは大晦日から元旦にかけてオールナイト営業。
約700種12万点の生きものたちが暮らす「アクアミュージアム」とイルカ
がテーマの癒しの水族館「ドルフィン ファンタジー」の2つの水族館と、
プレジャーランドの「ブルーフォール」、「サーフコースター リヴァイ
アサン」など6 つのアトラクションがオールナイトでお楽しみいただけ
ます。 また、ジンベエザメのフィーディングタイムや数万尾のイワシ
の群れとの幻想的なコラボなど、大迫力のイベントが続々登場！

横浜・八景島シーパラダイス

■住所：横浜市金沢区八景島　■電話：045-788-8888　■交通：首都高速湾岸線 幸浦出口から約1.5km　■駐車場：4,000台 1,200円/1日
■営業時間：10：00～20：30※日、施設により異なる　■定休日：年中無休

「アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫」は、横浜の冬を彩るイベントとして2005年から始まり、
多彩なアーティストが繰り広げるアートとアイススケートのコラボレーションを、毎年
数多くの方々にお楽しみいただいています。
今シーズンは大胆な画風が特徴の画家、ミロコマチコさんがアートリンクを彩ります。
「不思議な音が聞こえてくる。鳴き声？足音？氷の音？風の音？」スケートを楽しみながら、
耳を澄ませば何かが聞こえてくるかもしれません。
生きものの姿を伸びやかに描き、命を吹き込む、ミロコマチコさんの世界を「アートリンク 
in 横浜赤レンガ倉庫」でお楽しみください。

アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫
多彩なアーティストが繰り広げるアートとアイススケートのコラボレーション

おすすめ新春ドライブ特集

アーティスト紹介

■期間：2018年12月1日（土）～2019年2月17日（日）
 ※荒天および氷の保守管理などで休業または開催時間を変更する場合がございます。
■料金：大人700円、3歳～高校生500円、 付添観覧料200円、貸靴料500円
■住所：横浜市中区新港1-1　■電話：045-211-1515
■交通：首都高速 みなとみらい出口から約5分
■駐車場：179台 最初の1時間500円 以後250円/30分

約 2900 年前～ 3000 年前の火山活動によって生まれた大涌谷は
「火のエネルギー」や「大地のエネルギー」を感じるスポットです。  
箱根火山でいまなお噴煙があがる火山活動の様子を間近に見る
ことができます。
また、名物の「黒たまご」を1つ食べれば寿命が7年延びると言われ
ています。
強風が吹きつける日も多いため、防寒着や上に羽織るものの持参を
おすすめします。

大涌谷

■住所：足柄下郡箱根町仙石原1251-1　■電話：0460-84-9605（大涌谷くろたまご館）
■交通：小田原厚木線 小田原西ICから約30分　■駐車場：520円/1日
■営業時間：9：00～16：00（駐車場営業時間）

大自然のパワーを全身で感じることで開運 !

猿島は東京湾に浮かぶ唯一の自然島です。釣り・海水浴・バーベ
キューなど、四季を通してアウトドア・アクティビティを楽しめます。
島内には緑深い木々の中、レンガ積みのトンネルや砲台跡などの旧
軍施設が残っていて、ちょっとした探検気分が味わえます。

猿島

■住所：横須賀市猿島1　■電話：046-822-9561（横須賀市環境政策部公園管理課）
■交通：横浜横須賀道路 横須賀ICから有料道路経由で約10分　■駐車場：近隣に有料駐車場有
■運航時間：8：30～17：00（3-11月／毎日運航）　9：30～16：00（12-2月／土日祝のみ運航）

無人島は異次元への入口

大晦日から元旦にかけてオールナイト営業！ 東日本唯一のジンベエザメの展示も開催中 !!

アートリンク内の Hot Hot CAFÉ では
パニーニやカレーフォカッチャなど片手
で手軽に食べられる軽食や温かい飲み
物をご用意しています。

ミロコマチコ　画家・絵本作家
1981年大阪府生まれ。絵本『オオカミがとぶひ』（イースト・
プレス）で第18回日本絵本賞大賞を受賞。『てつぞうはね』
（ブロンズ新社）で第45回講談社出版文化賞絵本賞、『ぼくの
ふとんは うみでできている』（あかね書房）で第63回小学館
児童出版文化賞をそれぞれ受賞。ブラティスラヴァ世界絵本
原画ビエンナーレ（BIB）で、『オレときいろ』（WAVE 出版）が
金のりんご賞、『けもののにおいがしてきたぞ』（岩崎書店）
で金牌を受賞。その他にも著書多数。

鎌倉はんこは三代目店主が 1本 1 本、心を込めて手仕上げしてい
ます。
鎌倉を代表する神社で祈祷した印材で、お名前の画数から印面を
作成する印鑑は、全国各地から著名人が来店するほどの人気です。

鎌倉はんこ

■住所：鎌倉市御成町5-6-1A　■電話：0467-37-9297
■交通：横浜横須賀道路 朝比奈ICから約25分　■駐車場：近隣に有料駐車場有
■営業時間：10:30～18:00 　■定休日：火・水曜、他不定休

鎌倉ゆかりの縁起の良い印鑑

年末年始に行きたいイベント＆スポット情報をご紹介。
カウントダウンイベントやパワースポット、今が一番美味しいいちご狩りなど…
にぎやかで楽しい新年を迎えよう！

クルマでお出かけ！クルマでお出かけ！

おすすめ新春ドライブ特集！おすすめ新春ドライブ特集！



07 08

箱根口

荻窪

戸塚

藤沢

赤レンガ倉庫

高梨
いちご園

オカユスタンド

カフェ&バー
薪ストーブ

さかえや

猿島

馬堀海岸

朝比奈

石橋

新湘南バイパス

横浜新道

圏央道

丹沢湖

宮ヶ瀬湖

芦ノ湖

東海
道新
幹線

小田原中央店
小田原東店

茅ヶ崎店
辻堂店

鎌倉店

藤沢北店

渋谷店

オートテラス
桜ヶ丘

座間西店

深見店
海老名西店

瀬谷店

綾瀬店
オートテラス大和

横浜・八景島
シーパラダイス

鎌倉はんこ

大和店

霧が丘店

小田原東

厚木

海老名

茅ヶ崎海岸
西湘二宮

秦野中井
大井松田

海老名JT

西湘バイパス

小田原厚木道路

東名高速道路

厚木中央店

平塚北店
秦野店

伊勢原店
秦野東店

255

246

412

129

134

246

16

1

71

70
首都高速湾岸線

横浜横須賀道路

大涌谷

鎌倉観光
いちご園

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▶

詳しくはこちら▶

詳しくは▶
こちら　

詳しくは▶
こちら　

詳しくは▶
こちら　

練乳は無料で
お代わり自由！

■料金：【小学生以上】オープン～2月中旬 2,000円、2月中旬～4月中旬 1,800円、
 4月中旬～終了日 1,500円
 【1歳～小学生未満】オープン～2月中旬 1,300円、2月中旬～4月中旬 1,200円、
 4月中旬～終了日 1,000円（予定）　※1歳未満は無料

800坪の敷地で水耕棚栽培を使って育てられたいちごが食べられる。
「紅静」は鎌倉観光いちご園のオリジナルブランド。地面から80cmの高さに実があるので大人も
子どもも摘み取りやすく、親子連れに人気がある。
いちご狩りを楽しんだ後は古都鎌倉をゆっくりと散策しよう。

かがまずにいちご狩りが楽しめる

鎌倉観光いちご園

■住所：鎌倉市笛田2-11　■電話：0467-31-5339
■交通：横浜横須賀道路 朝比奈ICから約30分　■駐車場：30台 無料
■営業時間：10:00～なくなり次第終了　■定休日：平日
■時間：30分食べ放題

※掲載している情報は2018年12月11日（火）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2018年12月11日（火）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。

期 間 1月上旬～5月上旬
鎌倉店スタッフ

■料金：【小学生以上】オープン～1月4日 1,800円、1月5日～4月5日 1,700円、
 4月6日～5月6日 1,200円、5月7日～最終日まで 1,000円
 【3歳～未就学児まで】オープン～1月4日 1,000円、1月5日～4月5日 900円、
 4月6日～5月6日 800円、5月7日～最終日まで 500円
 ※一人歩き出来るお子様から2歳までは500円（5月7日～最終日までは300円）

総栽培面積約2300平方メートルを誇り、広々としたハウスでいちご狩りが楽しめる農園。栄養
分たっぷりの完熟堆肥などを使用した有機栽培にこだわったいちごは、甘味たっぷりと評判。
土耕栽培と高設栽培の2種でいちごを育てており、園主がその時に一番おいしいいちごを判断
して案内する。直売所では農園で育てたいちごを販売しています。

有機栽培にこだわった甘味たっぷりのいちご

高梨いちご園

■住所：平塚市下島509　■電話：070-5362-2884
■交通：東名高速道路 厚木ICから約15分　■駐車場：35台 無料
■営業時間：10:00～なくなり次第終了　■定休日：不定休（要問合せ）
■時間：30分食べ放題

大人の方は腰を曲げずに、小さなお子様は
いちごがちょうど目の高さに見える『いちご狩り』
を楽しんでいただけます

期 間 1月上旬～5月上旬

30kgの鶏ガラを叩き砕きながら6時間水だけで作り上げた自慢の鶏ガラスープは、
鶏の旨味が凝縮された至極の逸品。
調味料も一切加えず仕上げられた白濁スープは様々な食材と重なり深み増し、
最後の一滴までお愉しみいただけます。
スープに始まりスープに終わるさかえやの水炊きを是非ご堪能下さい。

さかえや　横浜みなとみらい本店

存在感のあるデンマーク製薪ストーブが、この店の顔でもあります。
冬は薪がくべられ、独特の温かみが店内を包む中、コーヒーや
ケーキ、軽食等が楽しめます。
ネルドリップで淹れるエイジングコーヒーと自家製ケーキは相性
抜群 !! 名物ビーフカレー、ふわとろ玉子のオムライスも好評です。

カフェ&バー 薪ストーブ

■住所：相模原市南区東林間5-2-3　■電話：042-705-4831
■交通：東名高速道路 横浜町田ICから約15分　■駐車場：近隣に有料駐車場有
■営業時間：11:00～23:00 　■定休日：毎週火曜日

神奈川県唯一 ! 薪ストーブのあるカフェ＆バー

白を基調とした木の温かみが感じられるナチュラル空間は、大きな
窓から心地よい風が通り抜けてリラックスできること間違いなし。
平日の朝は8時にオープンし、10時半まで朝粥セット（500円）が
食べられます。
低カロリーなのに満足度が高く、体の中から温まるので、女性の大敵
である冷え性や便秘の改善にも役立つのだとか。

オカユスタンド

■住所：厚木市旭町1-24-15　■電話：046-280-5887　■定休日：日・祝
■交通：小田原厚木道路 厚木西ICから約10分　■駐車場：近隣に有料駐車場有
■営業時間：平日8：00～23：00（L.O.22：30）　土曜11：00～23：00（L.O.22：30）

ナチュラルな『癒し空間』でホッコリ

白濁の濃厚水炊きが自慢の水炊き専門店！

おすすめ新春ドライブ特集

コラーゲンたっぷり！
白濁のガラスープご飯。〆に食べたくなる病みつきな美味しさ

白濁の濃厚なコラーゲン水炊きは、他では味わえない美味しさです

■住所：横浜市西区みなとみらい2-3-8 みなとみらい東急スクエア3 3F　■電話：045-682-2700
■交通：首都高横羽線 みなとみらいランプから約1分 　 ■駐車場：有　共有1,700台
■営業時間：月～金ランチ11：00～15：00（L.O.14：30）ディナー 17：00～23：30（L.O.22:30）
 土・日・祝日ランチ11：00～15：00（L.O.14：30）ディナー 15：00～23：30（L.O.22：30）
■定休日：不定休日あり・年末年始（2019年1月1日）※年2回※年末年始の営業日・営業時間は

変わる事がございますので詳細は店舗までお問い合わせ下さい。




