1 いい菜＆ゼスト
●

17 伊勢原大神宮
●

お弁当やお惣菜が豊富で目移りしそ
う。しかもとってもリーズナブル！お寿司
やおにぎり、おだんごもあります。
tel: 0463-96-4400

伊勢原という地名は、この神社に由来
します。三重の伊勢神宮から分祀した
由緒ある神社です。境内には喫茶店
が併設してあり、ちょっとした休憩に最
適です。

2
●
ここでは足元に注目。伊勢原市のマン
ホールです。大山を背景に、市の花キ
キョウと市の鳥ヤマドリが描かれていま
す。

18 旭せんべい
●
大 正 元 年 創 業 の老 舗 のおせんべい
屋 さん。一 枚 一 枚 ていねいに焼 いて
います。
tel: 0463-95-0472

3
●
ここでは足元に注目。
神奈川県営水道のマ
ンホールです。県の花
ヤマユリ、県の木イチョ
ウ、県の鳥カモメが描か
れています。

4 鳥好（とりよし）
●

21 開運酒場
●

たくさんの日本酒の銘柄が揃っていま
す。ご主人のおすすめは「義侠」という
銘柄。寒い時期の甘酒ははずせませ
ん。
tel: 0463-95-0233

まるで神社のような外観が魅力的なお
店。おすすめは炭火であぶったステー
キ。地元の名産、大山豆腐を使ったお
料理もあります。からあげも人気！
tel: 0463-95-5111

6 なんでもや
●

22 鳩ぽっぽ
●

リサイクルショップ。「お宝」が眠っている
場所！着物や骨董品など、思いがけな
い値段で発見できるかもしれません。
tel: 0463-96-0556

こちらは居酒屋です。主に焼き鳥をメイ
ンとしています。お値段も安くて料理も
美味しいです。目の前で切り盛りしてく
れるのも楽しい。
tel: 0463-93-5480

散歩の小休憩に焼き立てのパンとコー
ヒーを味わえる場所。なんと言っても「塩
パン」は絶品！大山の豆腐を使ったパ
ンもあります。
tel: 0463-91-3570

9 ダイソー
●
言わずと知れた 100 円ショップ。便利
で、しかもおしゃれなものが山のように
あって、ついついたくさん買ってしまうの
で、旅行者は注意！
tel: 0463-90-1232

10
●
この辺 りから、 大 山 がきれい に見 え
ます。

11 太田道灌像
●
江戸城を築いたことで有名な太田道灌
は、ここ伊勢原で人生を終えています。
ちなみに道灌が落命した糟屋館（上杉
館）は、産業能率大学の付近にありま
した。上粕屋の洞昌院に胴塚、下糟屋
の大慈寺に首塚があります。

12
●
橋の下に魚の大群がいます。

13 自然散策路
●
市米橋から渋田川沿いに、市民の森
ふじやま公園まで散策できます。
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ア・ラ ムール

5 高田屋
●

8 スワンベーカリー
●

Cho Heechul, Kijuro Kondo, Kim Minsoo, Koichi Sato, M. Delano Cannegieter,
Masanori Manabe, Santiago Ciprián

20 ムール
●

「とりよし」の「とり」は鶏の意味（看板の
漢字に注目！）。地元で評判の日本
料理です。ご主人のおすすめは「からす
焼き」。焼き鳥やお刺身もあります。
tel: 0463-94-8460

地元で採れた新鮮な野菜を直売して
います。梨・ぶどう・柿・みかん・いちごな
どの果物もおすすめ。超濃厚卵、「寿
雀卵」は、直販店では買い求める客で
行列ができていますが、ここなら並ばず
に買えます。地元の人だけではなく、遠
方からも多くのお客さんが訪れる大人
気のお店です。
tel: 0463-93-8120

URL : http://www.u-tokai.ac.jp

この神社では、鐘がつけます。

グルメサイトでも県内屈指の人気のパ
ン屋さんです。地元の小麦で焼き上げ
たパンは絶品。店先では、店長のご両
親が栽培した野菜が無人販売されてい
ます。
tel: 0463-57-3085

7 あふりーな
●

伊勢原は大山で有名ですが、伊勢原駅周辺にも多くのおもしろい場所があります。
このマップは、かざらない普段着姿の日本の魅力を知ってもらうため、「外国人目線」
で作成しました。ぜひ伊勢原を歩いて楽しんでください。

19 板戸八雲神社
●

14 咳止め地蔵尊
●
このお地蔵さんには、泥のだんごをお供
えして咳止めを祈願し、癒えた後は本
物のだんごをお供えしてお礼参りするそ
うです。

あぶり神社

23 海味小屋（うみごや）
●
このレストランは海鮮レストランで、日本
ならではの海の幸を味わうことができま
す。このお店のこだわりメニューは、牡蠣
などの貝料理。灯台のような大きな建
物が特徴です。
tel: 0463-92-7778

24 さのや
●
カラフルな和菓子がたくさんある、昔なら
ではの和菓子屋さんです。コマの形をし
たもなかが名物です。
tel: 0463-95-0220

25 カトマンズバール
●
顔よりも大きいもちもちのナンがおすす
め！辛さが選べるカレーと一緒にいただ
きます。
tel: 070-6970-8449

26 地もの御馳走処 GEN
●
地元でとれた野菜や肉、卵を使ったメ
ニューが自慢のお店です。大山の豆腐
を使った一品もあります。このお店で使
われているのは、大豆の味がしっかりわ
かる、クリーミーな豆腐。これには天然の
藻塩をつけて食べるのがおすすめです。
県央名物の「とん漬け（豚バラのみそ
漬け）」はビールによく合います。
tel: 0463-95-0444

27 96 ショップアサヒ
●
なんと 96 円均一のお店！安さにも品
揃えの多さにもびっくりします。
tel: 0463-96-5851

28 亀盛堂（きせいどう）
●
和菓子屋さんですが、パンも たくさん
売っています。「歌姫最中」というお菓
子は、太田道灌が狩の帰り道に少女
にもらったという山吹の花をかたどってい
ます。
tel: 0463-95-0246

29 山の百貨店
●
このお店で扱うのは、無農薬や食品添
加物なしの安心して食べられるものばか
り。毎日入荷される地元伊勢原の野
菜は新鮮そのもの。神奈川県下の手
作り作家さんによる雑貨もあります。
tel: 0463-51-6339

30 めで鯛や
●
15 耕雲禅寺
●
このお寺の境内には、「大山道」（関東
各地から大山阿夫利神社へ参詣する
人々が通った道）の道標があります。

16 十二柱（とうふたはしら）神社
●
この神社には、12 の神様がまつられて
います。立派ないちょうの木があります。

お店の前にはたくさんのフィギュアがあり、
おもちゃ屋のような雰囲気のたい焼き屋
さん。おすすめはとても小さいたい焼きで
す！
tel: 0463-67-8872

31 マリンダイニング
●

海ぼうず

雰囲気がおしゃれなこのお店は、ダイニ
ングバーです。海鮮料理とお酒が好き
な人にはぴったり！飲み放題もあります
（料金は 1500 円から）。全面喫煙
可です。
tel: 0463-98-3366

32 観音堂
●
神仏具屋さん。たくさんの立派な神仏
具をショーウィンドウから見ているだけで
も、日本文化に触れられます。日本的
なろうそくやお香を買うこともできます。
tel: 0463-95-0717

33 マミー
●

愛のほかほか弁当

まさに「愛のこもった」お弁当の数々。
リーズナブルな価格で種類も豊富。どれ
もおいしそうです。
tel: 0463-94-7319

34 グラッチェガーデンズ
●
このレストランは、日本で有名なファミ
リーレストランです。お値段が非常に安
く、時間によっては 99 円でワインを飲む
こともできます。メニューも豊富！
tel: 0463-90-1955

35 三福寺
●
開山は 1555 年。とても静かで、平和
な感じのするお寺です。正面左に子の
権現神社」も位置されていますので、
簡単に見つけられます（この神社には
足腰と旅の神様がまつられています）。

36 だんごの美好（みよし）
●
地元でも人気のおだんご屋さんです。
売り切れるときもあるので早めに行きま
しょう。みたらしだんごが格別。ごまだん
ごもおすすめです。
tel: 0463-92-3233

37 ハンディ
●

ハート

かわいい洋服や雑貨がいっぱいそろって
います。日本的な小物もあるので、おみ
やげ探しによさそう。
tel: 0463-96-2651

38 イトーヨーカドー
●
プリクラもゲームセンターも 5 階にありま
す。同じ階にある 100 円ショップ「キャン
ドゥ」には生活用品もたくさんそろってい
て、とても便利です。
tel: 0463-96-5111

39 カフェ・ブラウンシュガー
●
駅の近くにあるたくさんのお店の中でも、
このヨーロッパスタイルのレストランは目を
引きます。家にいるような雰囲気なの
で、ゆっくりお食事を楽しめます。
tel: 0463-94-5828

