
 
 

手形のご利用について 
 

◆ 水源地で優待特典を受けると、手形の裏に各水源地 
   の魅力をモチーフにしたスタンプを押してもらえます。 
    （スタンプ欄が一杯になっても優待は受けられます。） 
 
 

◆ 特に記載がない場合は、手形１枚提示につき、お一人様が優待を受けられます。 
 

◆ 他の割引との併用はできません。また、特典内容は予告なく変更になる場合があります。 
 

◆ 定休日など提携施設の情報や優待内容の詳細は、各提携施設へお問い合わせください。 
 

 

 

水源通行手形  提携施設のご案内  
 

 
 



水源地アクセス一覧 

水源エリア 電車で水源地へ 車で水源地へ 

道志川 
（道の駅 どうし） 

JR横浜線・相模線、京王相模原線「橋本駅」または

富士急行線「都留市駅」よりタクシー、富士急行線
「富士山駅」より富士急山梨バス「中山」下車（約60
分）すぐ（事前に時刻表をご確認ください。）  

①東名高速道路 御殿場ICより国道138号（山中湖
経由）約35㎞ 
②圏央道 相模原ICより国道413号経由約40㎞   
③中央自動車道 相模湖ICより（藤野経由）約30㎞ 

相模湖 
（県立相模湖公園） 

JR中央本線「相模湖駅」より徒歩約10分 中央自動車道 相模湖ICより約４㎞ 

津久井湖 
（津久井湖観光センター） 

JR横浜線・相模線、京王相模原線「橋本駅」より神奈

川中央交通バス「三ヶ木」行き「津久井湖観光セン
ター前」下車（約20分）すぐ 

圏央道 相模原ICより県道510号、48号、508号、国
道413号経由約4.5㎞ 

 
 
 
 
宮ヶ瀬湖 

（宮ヶ瀬 
 湖畔園地） 

①小田急小田原線「本厚木駅」より神奈川中央交通
バス「宮ヶ瀬」行き終点下車（約60分）すぐ 
②JR横浜線・相模線、京王相模原線「橋本駅」より神

奈川中央交通バス「鳥居原ふれあいの館」行き終点
下車（約50分）徒歩約30分 

圏央道 相模原ICより県道510号、国道412号、県道
513号、64号経由約12㎞ 

（県立 
 あいかわ公園） 

①小田急小田原線「本厚木駅」より神奈川中央交通
バス「野外センター経由半原」行き「愛川大橋」下車
（約60分）徒歩約20分 
②JR横浜線「淵野辺駅」より神奈川中央交通バス
「田名バスターミナル」行き終点下車（約30分）、乗
換え「半原」行き終点下車（約30分）徒歩約30分 

圏央道 相模原ICより県道510号、国道412号経由
約７㎞ 

丹沢湖 
（丹沢湖記念館） 

JR御殿場線「山北駅」または小田急小田原線「新松

田駅」より富士急湘南バス「中川」または「西丹沢自
然教室」行き「丹沢湖」下車（「山北駅」より約35分、
「新松田駅」より約50分）すぐ 

東名高速道路 大井松田ICより国道246号、県道76
号経由約19㎞ 

No. イベント名 優待内容 主催 開催場所 問合せTEL 

1 みずきフェスタ2017 
【６月３日（土）開催】【手形１枚につき１回限り】 
広報用グッズを1点プレゼント 

神奈川県内 
広域水道企業団 

社家取水管理事務所 
（海老名市社家4587） 

046-239-2810 

2 
水道週間キャンペーン 

施設開放 
【６月４日（日）開催】 
スタンプ押印 

神奈川県企業庁 
寒川浄水場 

（寒川町宮山4271） 
0467-75-1056 

３ 
水道週間キャンペーン 

施設開放 
【６月４日（日）開催】 
スタンプ押印 

神奈川県企業庁 
谷ケ原浄水場 

（相模原市緑区谷ケ原2-6-1） 
042-782-2626 

プレゼントの応募について 
 集めたスタンプ数に応じて、スタンプ１個から水源地特産品詰め合わせなどが当たる抽選会に
応募できます。 
◆＜応募期間＞ 平成30年１月４日（木）から平成30年１月31日（水） 
◆＜応募方法＞ (1)木製・紙製手形のスタンプ押印面の「通行人お名前」にお名前を記入のうえ    
              コピーします。 
             (2)水道局ウェブサイトに掲載されている「応募用紙」を印刷し、コピーした手形                   
              を貼ります。 
                                  (3)応募用紙の必要項目に記入し、応募先へ送付します。 
◆＜応募先＞    〒231-0023 横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル 
            横浜市水道局浄水課 宛 
◆＜当選者の発表＞当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。電話や                     
               メールでの当選結果の御質問にはお答えできませんので、御了承ください。 
◆ ＜パーフェクト賞＞スタンプを10個集めた応募者には、パーフェクト賞として、記念品をプレゼ 
                ントします。 
 横浜市ウェブサイトを御覧になれない場合は、お問い合わせ先へ御連絡ください。応募用紙を
郵送いたします。 

 今年から水源地の３つのダム（相模ダム、城山ダム※１、三保ダム）を訪問していただいた方には、ダム管理事務所※２

でもスタンプを押します。 
※１城山ダムは、隣接する津久井湖記念館でもスタンプを押してくれます。  ※２ダム管理事務所の閉庁日は、土・日・祝日です。 



1 見晴しドライブイン 食事をされた方に缶ジュース・缶コーヒー・お茶の缶のいずれか1本サービス 与瀬1562 684-4234

2 ラーメンセンター 【手形1枚につき何皿でも適用】 餃子1皿400円⇒300円 与瀬1559-13 684-3456

3 そば処　濱陣
【手形1枚につき1回限り】

700円以上お召上がりで100円割引とコーヒーサービス

与瀬1147-1

(JR相模湖駅前)
684-4089

4 かどや食堂
かどや手作り品1品サービス

「温泉卵」（店内）、「プリン」（店内）、「ラスク」（持ち帰り用）から選択

与瀬本町12

(JR相模湖駅前)
684-2002

5    いかりやレストラン　デミタス 食後にソフトドリンク１杯サービス
与瀬本町13

(JR相模湖駅前)
684-2536

6 レストラン　グリーンスポット 【手形1枚につき1名】お食事の際、ソフトドリンクを１杯サービス 与瀬202 684-2571

7 酒まんじゅう　『壽堂』 寿堂セット（酒まんじゅう・ドリンク・あまさけ）を　500円⇒450円 小原668 684-9013

8 そばき里　休屋
【手形1枚につき1回限り　1日10人限定】

そばがきをサービス　但し繁忙期は季節のお通しをサービスします。
千木良1227-8 684-5005

9 　　湧き水ラーメン　富士屋 〔平日限定〕お食事をしていただいた方に湧き水コーヒーを１人１杯サービス 千木良179 684-２６５５

1 0 　　和風レストラン　清水亭
【手形1枚につき１回限り　2名様まで有効　1日20人限定】

お食事の際に、ソフトドリンクか小鉢を１品サービス
与瀬377 684-3311

1 1 喫茶・軽食カヌー
【手形1枚につき１回限り　４名様まで有効　1日10人限定】

パンケーキ注文の方には、ソフトドリンク１杯をサービスします。
与瀬378 684-3311

1 2 カフェ･ド･ヴィヴィエ 【手形1枚につき5名様まで有効】　1.000円以上御注文の方に10%割引 与瀬382 684-2113

1 3 レストラン　マツキ お食事の際、季節のサラダをサービス 与瀬337-1 684-3335

1 5 CAFE　COCCO　＋ ランチタイム以外の時間で、お食事の際にコーヒー１杯サービス 若柳1591 684-2989

1 6 函館ラーメン　湖龍 総額の10％割引 寸沢嵐3327 685-2240

1 7 　カレー＆コーヒー　　ＫＡＲＩＮ お食事の際に、飲み物１杯サービス 寸沢嵐3454 685-0722

1 8 阿津川食堂 【手形1枚につき5名様まで有効】 めん類　50円割引 寸沢嵐818-5 685-1188

1 9
本場韓国

キムチハウス　コリアハウス

・キムチ（白菜・大根）330g　550円⇒480円

・お食事の際、プレゼントあり
若柳642-6 685-0488

2 0 お食事処　とねくぼ お食事の際に、ソフトドリンク１杯サービス 寸沢嵐200 685-0117

1
神奈川県立

相模湖交流センター

【12月28日(木)まで】

・コンサート、展覧会などの入場料10％割引

・ダムグッズ10％割引

与瀬259-1 682-6121

相模湖の遊覧船

(くじら丸・フリッパー・スワン丸)

3 水運ボート 【事前予約要】 貸しボート等10％割引 若柳1628 685-0330

4
ゆら～りプカプカ

石老山の渡し船
渡船料金10％割引 若柳1628 685-0330

【手形1枚につき5名様まで有効】

入館料(平日)　　大人：1,000円⇒950円　小人：550円⇒500円

入館料(土休日・繁忙期) 大人：1,080円⇒1,030円 小人：600円⇒550円

1 相模湖観光案内所
【手形1枚につき１回限り 在庫がなくなり次第終了】

お買い物をしていただいた方に粗品をプレゼント

与瀬1183

(JR相模湖駅前)
649-0661

2 駅前　いかりや お土産1,000円以上お買い上げでポストカードプレゼント
与瀬本町13

(JR相模湖駅前)
684-2110

お食事代100円割引

更に、珈琲1杯とオリジナル消臭炭（間伐材製）を1個プレゼント

4 魚秀 お買い物代金の10％割引 若柳1180 685-0520

685-0330

種別 No . 提携施設 優待内容
住所

（ 相模原市緑区）

問合せTEL

（ 市外局番0 4 2 )

682-6121与瀬259-1

2 遊覧船1周の乗船料金10％割引　平日はその他特典あり 若柳1628

684-2504

5

若柳1634

685-1111

1 さがみ湖温泉　うるり 685-2641

【手形1枚につき5名様まで有効】

入園＋フリーパス大人：3,900円⇒3,800円 小人・シニア：3,100円⇒3,000円

入園のみ　　　　　大人：1,700円⇒1,600円 小人・シニア：1,000円⇒　900円

イルミリオン       大人（中学生以上シニア含む）800円⇒750円

                      小人（3歳から小学6年生ペット（犬））500円⇒450円

さがみ湖リゾート

プレジャーフォレスト

3 永久炭工房　相模湖夢屋 小原753

1 4
ともしび喫茶　「青林檎」

（県立相模湖交流センター内）
【12月28日(木)まで】 ドリンク半額

JR中央本線 

相模湖IC 

412 

さがみ湖リゾート 
プレジャーフォレスト 相模湖 
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藤野2





ふじの

		種別		No.		提携施設		優待内容		住所		問合せTEL



				1		藤野倶楽部  百笑の台所		お食事の際、自然栽培茶を１杯サービス		牧野4611-1		689-6105

				2		ふじのアートヴィレッジ　
野山の食堂　笑花食堂		ドリンク100円引き【手形1枚につき1回限り】		牧野5570		050-3791-0999



				3		ふじのアートヴィレッジ　
野山の食堂　藤平ピザ		飲物　350円⇒200円【手形1枚につき1回限り】



				4		そば処「喜庵」		お食事の際、“水源地井戸”から汲み上げた		名倉1003		687-2755

								“ミネラルウオーター”を提供(1リットルまで)　  ※ボトルはご持参ください。

				5		若葉そば		めん類50円引き【手形1枚につき1回限り】		日連513		687-3584

				6		風里		ピザ　950円⇒900円		小渕1705		687-5753

										(JR藤野駅前)

				7		鮨ひろ		お食事の際、“旬のもの一品（その時のお楽しみ）”		小渕1715		090-3592-8069

								又は“ワンドリンク(ソフトドリンク)”をサービス		(JR藤野駅前)

				8		山咲		お食事の際、ソフトドリンクを1杯サービス		日連662		687-3388

				9		カフェレストラン Shu		お食事の際、自家製ソフトドリンクを１杯サービス		日連981		687-2333

				1		遊魚園		【11月30日(月)まで限定】ご来場でかき氷１杯サービス ライジョウ		名倉3307		687-2725

				2		日相園		お茶(500ml)プレゼント【1日10本限定】		日連754		687-2206

				1		      ふじの温泉　東尾垂の湯		通常料金880円のときに150円割引き（平日及び平日夜間は対象外）
【手形1枚につき1回限り】 エン ワリビキ ヘイジツ オヨ ヘイジツ ヤカン タイショウガイ		牧野8114-2		689-2360

				2		藤野やまなみ温泉		入館料50円割引き【手形1枚につき1回限り】		牧野4225-1		686-8073

				3		旅館　陣谷温泉 		1泊2食つき宿泊料金10％割引き　（12.600円～）		吉野1806		687-2363

				4		旅館　陣渓園		1泊2食つき宿泊料金10％割引き　日帰り入浴1,000円⇒900円		吉野1848		687-2537

				5		陣馬の湯　姫谷		1泊2食つき宿泊料金10％割引き		澤井1848-1		687-2736

				1		藤野観光案内所　ふじのね		ユズ関連製品(有限会社ふじの製)5％割引		小渕1702-3		687-5581

										(JR藤野駅前)

				2		山のはちみつ　ほくと蜂舎本店 ヤマ ハチ シャ ホンテン		1,000円以上お買い上げで「はちみつたい焼き」1個プレゼント エンイジョウ カ ア ヤ コ		牧野3082 マキノ		689-2882

								（土、日、祭日は焼きたて。平日は冷凍） ド ニチ サイジツ ヤ ヘイジツ レイトウ

				3		愛ちゃんキムチ　
梨泰院（イテウォン） アイ リ タイ イン		お買い物代金の10％割引き		牧野2598 マキノ		689-2070







相模湖 2







さがみこ

		種別		No.		提携施設		優待内容		住所
（相模原市緑区） サガミハラシ ミドリク		問合せTEL
（市外局番042) シガイ キョクバン



				1		見晴しドライブイン ミハ		食事をされた方に缶ジュース・缶コーヒー・お茶の缶のいずれか1本サービス ショクジ カタ カン カン チャ カン ホン		与瀬1562		684-4234

				2		ラーメンセンター		【手形1枚につき何皿でも適用】 餃子1皿400円⇒300円		与瀬1559-13		684-3456

				3		そば処　濱陣		【手形1枚につき1回限り】
700円以上お召上がりで100円割引とコーヒーサービス		与瀬1147-1
(JR相模湖駅前) サガミコ		684-4089

				4		かどや食堂 ショクドウ		かどや手作り品1品サービス
「温泉卵」（店内）、「プリン」（店内）、「ラスク」（持ち帰り用）から選択 テンナイ テンナイ モ カエ ヨウ		与瀬本町12
(JR相模湖駅前)		684-2002

				5		   いかりやレストラン　デミタス		食後にソフトドリンク１杯サービス ハイ		与瀬本町13
(JR相模湖駅前)		684-2536

				6		レストラン　グリーンスポット		【手形1枚につき1名】お食事の際、ソフトドリンクを１杯サービス メイ ハイ		与瀬202		684-2571

				7		酒まんじゅう　『壽堂』		寿堂セット（酒まんじゅう・ドリンク・あまさけ）を　500円⇒450円 コトブキ ドウ		小原668		684-9013

				8		そばき里　休屋 サト ヤスミヤ		【手形1枚につき1回限り　1日10人限定】
そばがきをサービス　但し繁忙期は季節のお通しをサービスします。 ニチ ニン ゲンテイ		千木良1227-8 チギラ		684-5005

				9		　　湧き水ラーメン　富士屋 ワ ミズ フジ ヤ		〔平日限定〕お食事をしていただいた方に湧き水コーヒーを１人１杯サービス ヘイジツ ゲンテイ ヒトリ		千木良179 チギラ		684-２６５５

				10		　　和風レストラン　清水亭 ワフウ シミズ テイ		【手形1枚につき１回限り　2名様まで有効　1日20人限定】
お食事の際に、ソフトドリンクか小鉢を１品サービス カイ カギ メイ ユウコウ ニチ ニン ゲンテイ		与瀬377		684-3311

				11		喫茶・軽食カヌー キッサ ケイショク		【手形1枚につき１回限り　４名様まで有効　1日10人限定】
パンケーキ注文の方には、ソフトドリンク１杯をサービスします。 カイ カギ ヒ ニン ゲンテイ ハイ		与瀬378		684-3311

				12		カフェ･ド･ヴィヴィエ		【手形1枚につき5名様まで有効】　1.000円以上御注文の方に10%割引		与瀬382		684-2113

				13		レストラン　マツキ		お食事の際、季節のサラダをサービス キセツ		与瀬337-1		684-3335

				14		ともしび喫茶　「青林檎」
（県立相模湖交流センター内） ナイ		【12月28日(木)まで】 ドリンク半額 キ		与瀬259-1		682-6121



				15		CAFE　COCCO　＋		ランチタイム以外の時間で、お食事の際にコーヒー１杯サービス ハイ		若柳1591		684-2989

				16		函館ラーメン　湖龍		総額の10％割引		寸沢嵐3327		685-2240

				17		　カレー＆コーヒー　　ＫＡＲＩＮ		お食事の際に、飲み物１杯サービス		寸沢嵐3454		685-0722

				18		阿津川食堂		【手形1枚につき5名様まで有効】 めん類　50円割引		寸沢嵐818-5		685-1188

				19		本場韓国
キムチハウス　コリアハウス		・キムチ（白菜・大根）330g　550円⇒480円
・お食事の際、プレゼントあり		若柳642-6		685-0488

				20		お食事処　とねくぼ ショクジ ドコロ		お食事の際に、ソフトドリンク１杯サービス ハイ		寸沢嵐200 スン サワ アラシ		685-0117

				1		神奈川県立
相模湖交流センター		【12月28日(木)まで】
・コンサート、展覧会などの入場料10％割引
・ダムグッズ10％割引　 キ		与瀬259-1		682-6121

				2		相模湖の遊覧船		遊覧船1周の乗船料金10％割引　平日はその他特典あり		若柳1628		685-0330

						(くじら丸・フリッパー・スワン丸)

				3		水運ボート		【事前予約要】 貸しボート等10％割引		若柳1628		685-0330

				4		ゆら～りプカプカ　
石老山の渡し船		渡船料金10％割引		若柳1628		685-0330

				5		さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト		【手形1枚につき5名様まで有効】
入園＋フリーパス大人：3,900円⇒3,800円 小人・シニア：3,100円⇒3,000円
入園のみ　　　　　大人：1,700円⇒1,600円 小人・シニア：1,000円⇒　900円
イルミリオン       大人（中学生以上シニア含む）800円⇒750円
                      小人（3歳から小学6年生ペット（犬））500円⇒450円 オトナ チュウガクセイ イジョウ フク エン エン ショウジン サイ ショウガク ネン セイ イヌ エン エン		若柳1634		685-1111





				1		さがみ湖温泉　うるり		【手形1枚につき5名様まで有効】　				685-2641

								入館料(平日)　　大人：1,000円⇒950円　小人：550円⇒500円

								入館料(土休日・繁忙期) 大人：1,080円⇒1,030円 小人：600円⇒550円

				1		相模湖観光案内所 サガミコ カンコウ アンナイ ジョ		【手形1枚につき１回限り 在庫がなくなり次第終了】
お買い物をしていただいた方に粗品をプレゼント		与瀬1183
(JR相模湖駅前)		649-0661

				2		駅前　いかりや		お土産1,000円以上お買い上げでポストカードプレゼント		与瀬本町13
(JR相模湖駅前)		684-2110

				3		永久炭工房　相模湖夢屋		お食事代100円割引 ワリ		小原753		684-2504

								更に、珈琲1杯とオリジナル消臭炭（間伐材製）を1個プレゼント

				4		魚秀		お買い物代金の10％割引		若柳1180		685-0520
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1 藤野倶楽部  百笑の台所 お食事の際、自然栽培茶を１杯サービス 牧野4611-1 689-6105

お食事の際、“水源地井戸”から汲み上げた

“ミネラルウオーター”を提供(1リットルまで)　  ※ボトルはご持参ください。

5 若葉そば 【手形1枚につき1回限り】 めん類50円割引 日連513 687-3584

小渕1705

(JR藤野駅前)

小渕1715

(JR藤野駅前)

8 山咲 お食事の際、ソフトドリンクを1杯サービス 日連662 687-3388

9 カフェレストラン Shu 【手形1枚につき1回限り】 お食事の際、自家製ソフトドリンクを１杯サービス 日連981 687-2333

1 遊魚園 【11月30日(木)まで】 ご来場でかき氷１杯サービス 名倉3307 687-2725

1       ふじの温泉　東尾垂の湯
【手形1枚につき1回限り】

入場料　通常料金（880円）から150円割引（平日及び平日夜間は対象外）
牧野8114-2 689-2360

【手形1枚につき1名1回限り　他割引との併用不可】

 入館料50円割引（平日夜間は対象外）

1泊2食つき宿泊料金８％割引　（12,600円～）

　（8/11～15　12/31～1/2は対象外）

4 旅館　陣渓園 1泊2食つき宿泊料金10％割引　日帰り入浴1,000円⇒900円 吉野1848 687-2537

小渕1702-3

(JR藤野駅前)

1,000円以上お買い上げで「はちみつ たい焼き」２個プレゼント

（土、日、祭日は焼きたて、平日は冷凍）

3
愛ちゃんキムチ

梨泰院（イテウォン）
お買い物代金の10％割引 牧野2598 689-2070

1 藤野観光案内所　ふじのね ユズ関連製品（有限会社ふじの製)　５％割引 687-5581

7 鮨ひろ 090-3592-8069お食事の際、ソフトドリンクを1杯サービス

2 藤野やまなみ温泉 牧野4225-1 686-8073

3 旅館　陣谷温泉 吉野1806 687-2363

風里 ピザ　950円⇒900円 687-5753

種別 No . 提携施設 優待内容

2 【手形1枚につき1回限り】  ドリンク100円割引
ふじのアートヴィレッジ

野山の食堂　笑花食堂

ふじのアートヴィレッジ

野山の食堂　藤平ピザ

住所

（ 相模原市緑区）

問合せTEL

（ 市外局番0 4 2 )

山のはちみつ　ほくと蜂舎本店 689-2882牧野30822

4 そば処「喜庵」 名倉1003 687-2755

牧野5570 050-3791-0999

3 【手形1枚につき1回限り】 飲物　350円⇒200円

6

相模湖IC 

神奈川 
カントリークラブ 

藤野駅 
JR中央本線 
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ふじの

		種別		No.		提携施設		優待内容		住所
（相模原市緑区） サガミハラシ ミドリク		問合せTEL
（市外局番042) シガイ キョクバン



				1		藤野倶楽部  百笑の台所		お食事の際、自然栽培茶を１杯サービス		牧野4611-1		689-6105

				2		ふじのアートヴィレッジ　
野山の食堂　笑花食堂		【手形1枚につき1回限り】  ドリンク100円割引		牧野5570		050-3791-0999



				3		ふじのアートヴィレッジ　
野山の食堂　藤平ピザ		【手形1枚につき1回限り】 飲物　350円⇒200円



				4		そば処「喜庵」		お食事の際、“水源地井戸”から汲み上げた		名倉1003		687-2755

								“ミネラルウオーター”を提供(1リットルまで)　  ※ボトルはご持参ください。

				5		若葉そば ワカバ		【手形1枚につき1回限り】 めん類50円割引 ワリビキ		日連513		687-3584

				6		風里		ピザ　950円⇒900円		小渕1705		687-5753

										(JR藤野駅前)

				7		鮨ひろ		お食事の際、ソフトドリンクを1杯サービス		小渕1715		090-3592-8069

										(JR藤野駅前)

				8		山咲		お食事の際、ソフトドリンクを1杯サービス		日連662		687-3388

				9		カフェレストラン Shu		【手形1枚につき1回限り】 お食事の際、自家製ソフトドリンクを１杯サービス テガタ マイ カイ カギ		日連981		687-2333

				1		遊魚園		【11月30日(木)まで】 ご来場でかき氷１杯サービス キ ライジョウ		名倉3307		687-2725

				1		      ふじの温泉　東尾垂の湯		【手形1枚につき1回限り】
入場料　通常料金（880円）から150円割引（平日及び平日夜間は対象外） ニュウジョウリョウ ツウジョウ エン ワリビキ ヘイジツ オヨ ヘイジツ ヤカン タイショウガイ		牧野8114-2		689-2360

				2		藤野やまなみ温泉		【手形1枚につき1名1回限り　他割引との併用不可】 メイ タ ワリビキ ヘイヨウ フカ		牧野4225-1		686-8073

								 入館料50円割引（平日夜間は対象外）

				3		旅館　陣谷温泉 		1泊2食つき宿泊料金８％割引　（12,600円～） エン		吉野1806		687-2363

								　（8/11～15　12/31～1/2は対象外）

				4		旅館　陣渓園		1泊2食つき宿泊料金10％割引　日帰り入浴1,000円⇒900円		吉野1848		687-2537

				1		藤野観光案内所　ふじのね		ユズ関連製品（有限会社ふじの製)　５％割引		小渕1702-3		687-5581

										(JR藤野駅前)

				2		山のはちみつ　ほくと蜂舎本店 ヤマ ハチ シャ ホンテン		1,000円以上お買い上げで「はちみつ たい焼き」２個プレゼント エンイジョウ カ ア ヤ コ		牧野3082 マキノ		689-2882

								（土、日、祭日は焼きたて、平日は冷凍） ド ニチ サイジツ ヤ ヘイジツ レイトウ

				3		愛ちゃんキムチ　
梨泰院（イテウォン） アイ リ タイ イン		お買い物代金の10％割引		牧野2598 マキノ		689-2070
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東京→

JR中央本線

相模ダム

相模湖IC

20

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

相模湖
ふるさとの森

　以下の表の住所は、「神奈川県相模原市緑区」に続く住所です。また、問い合わせ先は、市外局番(042)を省略しています。



さがみこ



		種別		No.		提携施設		優待内容		住所		問合せTEL



				1		見晴らしドライブイン ミハ		食事をされた方に缶ジュース・缶コーヒー・お茶の缶のいずれか
1本サービス ショクジ カタ カン カン チャ カン ホン		与瀬1562		684-4234

				2		ラーメンセンター		餃子一皿400円⇒300円		与瀬1559-13		684-3456

				3		そば処　濱陣		700円以上お召上がりで100円引きとコーヒーサービス		与瀬1147-1
(JR相模湖駅前) サガミコ		684-4089

				4		かどや食堂 ショクドウ		かどや手作り品1品サービス（温泉卵、プリン、ラスク）から選択		与瀬本町12
(JR相模湖駅前)		684-2002

				5		       いかりやレストラン　デミタス		食後にソフトドリンクサービス		与瀬本町13
(JR相模湖駅前)		684-2536

				6		レストラン　グリーンスポット		お食事の際、ソフトドリンクを1杯サービス		与瀬202		684-2571

				7		酒まんじゅう　『壽堂』		カフェコーナーにて、酒まんじゅう・ドリンク・アイスのセットを
550円⇒500円		小原668		684-9013

				8		レストラン　マツキ		お食事の際、小鉢を一品サービス		与瀬337-1		684-3335

				9		ともしび喫茶　「青林檎」
（県立相模湖交流センター内） ナイ		ドリンク半額　【12月28日(水)まで】　 スイ		与瀬259-1		682-6121



				10		CAFE　COCCO　＋		ランチタイム以外の時間で、お食事の際にコーヒー1杯サービス		若柳1591		684-2989

				11		函館ラーメン　湖龍		総額の10％割引き		寸沢嵐3327		685-2240

				12		　カレー＆コーヒー　　ＫＡＲＩＮ		お食事の際に、飲み物１杯サービス		寸沢嵐3454		685-0722

				13		阿津川食堂		めん類　50円引き　【手形1枚につき5名様まで有効】		寸沢嵐818-5		685-1188

				14		本場韓国		・キムチ（白菜・大根）330g　550円⇒480円		若柳642-6		685-0488

						キムチハウス　コリアハウス		・お食事の際、プレゼントあり

				1		神奈川県立
相模湖交流センター		・コンサート、展覧会などの入場料10％割引
・ダムグッズ10％割引き　【12月28日(水)まで】 ヒ スイ		与瀬259-1		682-6121

				2		相模湖の遊覧船		遊覧船1周の乗船料金10％割引き　平日はその他特典あり		若柳1628		685-0330

						(くじら丸・フリッパー・スワン丸)

				3		水運ボート		貸しボート等10％割引き（事前予約要） カ トウ ジゼン ヨヤク ヨウ		若柳1628		685-0330

				4		ゆら～りプカプカ　
石老山の渡し船		渡船料金10％割引き		若柳1628		685-0330

				5		さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト		入園＋フリーパス　 【手形1枚につき5名様まで有効】
大人：3900円⇒3800円　小人・シニア：3100円⇒3000円
入園のみ　 【手形1枚につき5名様まで有効】
大人：1700円⇒1600円　小人・シニア：1000円⇒　900円		若柳1634		685-1111





				1		さがみ湖温泉　うるり		入館料(平日)　　大人：1000円⇒950円　小人：550円⇒500円				685-2641

								入館料(土休日・繁忙期) 大人：1080円⇒1030円 小人：600円⇒550円 ハンボウ キ エン

								【手形1枚につき5名様まで有効】　

				1		駅前　いかりや		お土産1,000円以上お買い上げでポストカードプレゼント		与瀬本町13
(JR相模湖駅前)		684-2110

				2		永久炭工房　相模湖夢屋		お食事代100円引き更に、珈琲1杯と		小原753		684-2504

								オリジナル消臭炭（間伐材製）を1個プレゼント

				3		魚秀		お買い物代金の10％割引き		若柳1180		685-0520
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種別 No． 提携施設 優待内容 住所 
（相模原市緑区） 

問合せＴＥＬ 
（市外局番042） 

１ 
            カフェ＆レストラン 

            まあさの家   
 障がい者の作った点字のコースタープレゼント 三ケ木198-4 780-8682 

２ 
  薪釜焼きピザ専門店 

童人夢農場 
（ドリームファーム） 

 【手形1枚で４名様まで】 
 お食事をご注文していただいた方に自家製ソフトドリンクを1杯サービス 

青山3126 784-0961 

３ 
            ラーメンショップ 

              津久井店 
 お食事の際に、味付卵を１個サービス 中野1915-1 784-0248 

４         Forest Tap  クレープ1個につき50円引き 中野1810-15 784-9992 

５   福まつ 
 【手形１枚につき４名様】 
 お食事された方にコーヒーまたはデザートプレゼント 

中野937-14 780-1752 

６ 
           Café & pasta 

          季逢庵 
 【手形１枚につき１名様】 
 お食事の際、ソフトドリンク１杯サービス 

太井121 780-8014 

７ 
  手作りシチューの店 

ハックルベリー 
 【11月30日（水）まで】  
 お食事の際、ソフトドリンク１杯サービス 

城山4-2-10 782-7700 

８ 
桂川亭 

（けいせんてい） 

 【手形１枚につき同一グループ全員有効】 
 ・ 【夏期】 鮎フルコース 5,500円(税別)⇒5,000円(税別) 
 ・ 団体利用(10名以上・コース料理)宴会時 カラオケ１セット 5,000円⇒0円 
 ・ 一般宿泊利用の夕食時に、日本酒1合またはソフトドリンク1杯サービス 

川尻1119 
782-7600 

090- 4592-2400 

９ 
自家焙煎 

石井珈琲店 
 ドリンク全品50円割引 久保沢3-3-39 815-3141 

１ 三太旅館 
 【ホタルが鑑賞できる期間（7月10日頃）まで】 ホタル鑑賞のための入場無料  
  ～初夏の時期になると、裏庭にホタルが群生し、幻想的な光景が広がります～ 

三ケ木1979-1 784-0087 

１ 末広精肉店 
 【数に制限なし（売切れまで）】 
 コロッケ1個につき10円割引 

久保沢1-1-48 782-2174 

２ 津久井湖観光センター 
 【100個限定】【お一人さま１個まで】【手形１枚につき１回限り】 
 緑区のイメージキャラクター「ミウル」キーホルダープレゼント 

太井1274‐2 784-6473 

３        矢口釣具店 
 【手形１枚につき１回限り】【手形１枚につき１名様】 
 釣り餌、活き餌100円割引 

太井610-7 784-0251 

４ 津久井せんべい本舗 
 【在庫がなくなり次第終了】 
 1,000円以上お買い上げの方に、津久井せんべい粗品（久助数種混在のおまけの品）を 
 プレゼント 

太井121 784-4556  

５ 
                晴 

リカーショップあまり 
 【手形１枚につき１回限り】【手形１枚につき１名様】 
 3,000円以上のお買い上げで、手ぬぐいプレゼント 

中野226 784-0020 

６ 桃月堂製菓舗 
 1,000円以上お買い上げの方に、 
 津久井名物酒まんじゅう又は和菓子（自家製品）1個サービス 

青山287 784-0434 

７ せき麺  めん類に限り、お買い物代金の10％割引 青山828 784-8100 
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種別 No. 提携施設 優待内容 
住所 

（愛甲郡） 
問合せTEL 

（市外局番046) 

1 

宮ヶ瀬 
水の郷観光協同組合 
宮ヶ瀬水の郷商店街 

（12店舗） 清川村宮ヶ瀬940-5 
宮ヶ瀬水の郷 
観光協同組合 

 288-1223 

2 
宮ヶ瀬 

水の郷観光協同組合 
宮ヶ瀬バーベキュー 

【手形１枚につき１名様限り】 
バーベキューのご利用で、ハンモックのレンタルとソフトドリンクをサービス 

3 
Café de ごはん  
あらのや珈琲 

【手形１枚につき１名様限り】 

お食事の方に自家製ヨーグルトをサービス 
清川村宮ヶ瀬971-29 050-1580-4393 

4 
カフェ＆レストラン 
オレンジツリー 

【手形１枚につき４名様まで】 

ランチタイム（平日10時～15時）以外でお食事の際にドリンク1杯サービス 
相模原市緑区鳥屋1738-14 042-785-1887 

5 
Hamburger＆Steak  

ＳＴＵＭＰ 
【手形１枚につき１名様限り】 

[6月1日(木)～年内最終営業日まで】お食事の方にソフトドリンク一杯無料 
愛川町半原5607 265-0400 

6 花屋食堂 
【手形１枚につき１名様1回限り[6月1日(木)～12月29日(金)]】 

お食事１回で100円引き 
愛川町半原4184-2 281-0134 

7 パン工房 半原パン 
【他の割引と併用は不可】  

パンご購入の方にあげパン１個プレゼント 
愛川町半原4137-1 280-5358 

8 寿々喜菓子舗 
【手形１枚につき１回限り】 

 500円以上お買い上げで５％割引 
愛川町半原4217 281-0245 

9 そば処 満留賀 
【手形１枚につき１回限り[10月末日まで]】【注文時に手形を提示】 

 天ざるそば 1,150円⇒1,000円 
愛川町半原1626－3 281-4646 

10 パン処 あんずのしっぽ 1,000円以上お買い上げで10％割引 愛川町半原2640－13 206-8839 

11 仏果堂 ドリンク１杯につき50円引き 愛川町半原3058 090-8847-9837 

12 洋菓子 ラミエット 
【手形１枚につき１名様限り[12月11日（月）～12月27日（水）は除く]】 

1000円以上お買い上げでマドレーヌ１個プレゼント 
愛川町角田4359-2-2 280-0055 

13 レストラン ラピュタ ソフトドリンク１杯無料 愛川町春日台4－1－13 286-3839 

14 菓匠 土門 
【他の割引と併用は不可】  

お会計から５％割引 
愛川町角田261-3 285-1790 

15 手作りパン HEAVEN（ヘヴン） 
【手形１枚につき１回限り】 

1,000円以上お買い上げで菓子パン１個プレゼント 
清川村煤ヶ谷4127 288-1788 
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種別 No. 提携施設 優待内容 
住所 

（愛甲郡） 
問合せTEL 

（市外局番046) 

１ 
宮ヶ瀬湖ダムサイト 

ロードトレイン 愛ちゃん号 
【手形１枚につき１名様1回限り[7月15日(土)～11月17日(金)]】 
大人200円⇒180円、子供100円⇒90円 

清川村宮ヶ瀬940-4 
（公財）宮ヶ瀬ダム 
周辺振興財団 

288-3600 

２ 
宮ヶ瀬湖インクライン 

（ケーブルカー） 
【手形１枚につき１名様1回限り[7月15日(土)～11月17日(金)]】 
片道 大人200円⇒180円、子供100円⇒90円 

３ 
宮ヶ瀬湖 遊覧船 

 みやがせ２１ 
【指定便のみ】 

【手形１枚につき１名様1回限り[7月15日(土)～11月17日(金)]】 
・シャトル便(宮ヶ瀬～ダムサイト) 
 大人500円⇒450円、子供250円⇒230円 
・不定期便(遊覧コース) 
 大人1,000円⇒900円、子供500円⇒450円 

４ 
宮ヶ瀬湖湖畔 

ロードトレイン ミーヤ号 
【手形１枚につき１名様1回限り[7月15日(土)～11月17日(金)]】 
大人300円⇒270円、子供200円⇒180円 

１ 
清川村ふれあいセンター 

別所の湯 

【300本限定】 
入浴ご利用の際、清川村ペットボトル水「きよかわの惠水 
(めぐみ)」(500ml)1本プレゼント 

清川村煤ヶ谷1619 288-3900 

２ 割烹旅館 大進館 
【手形１枚につき５名様まで有効】【２日前までに要予約】 

宿泊者・食事利用者にワンドリンクサービス 
愛川町中津6890－1 286-3322 

１ 
神奈川中央養鶏農業 
協同組合直営店 
卵菓屋(らんかや) 

【手形１枚につき１回限り】 
1,000円以上お買い上げで新鮮卵1パック(4個)プレゼント  

愛川町三増1000 281-6475 

２ 道の駅清川（清流の館） 
【300本限定】 
店内商品お買い上げで、清川村ペットボトル水「きよかわの惠水(めぐみ)」
(500 ml)1本プレゼント 

清川村煤ヶ谷2129-1 288-2700 

３ おろんど工房 10％割引（手芸品を除く） 清川村煤ヶ谷3196-1 090-3064-4190 

４ 鳥居原ふれあいの館（いえ） 
【手形１枚につき１回限り】 
1,000円以上お買い上げで、静電気リングシェニールをプレゼント 

相模原市緑区鳥屋1674 042-785-7300 
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種別 No. 提携施設 優待内容 
住所 

（足柄上郡山北町） 
問合せTEL 

（市外局番0465) 

1 コーヒーショップ一茶 ドリンク全品50円割引 中川330-2 78-3968 
２ ふる里 そば類全品100円割引 中川277 78-3750 
３ 手打ちそば太平楽 1,000円以上のお食事でチーズケーキ１つサービス 神尾田759-23 78-3190 
４ 丹沢湖レストハウス お食事全品100円割引 神尾田759-9 78-3240 

５ そば処 山さ季 
【12月28日（木）まで】 
お食事された方に、200円割引 

湯触389 77-2449 

６ みっちゃん食堂 

【１日10食限定】【手形１枚につき２回限り】 
洒水（しゃすい）ラーメン 850円→750円 
洒水（しゃすい）ひやし   850円→750円 
コーヒー           400円→350円 

平山210 76-3355 

１ 丹沢湖キャンプサイト 駐車場無料、食器類レンタル無料 玄倉490-2 78-3242 

２ 丹沢湖ロッヂ 
【手形１枚につき１グループ１個限り】 
施設利用された方に、エコせっけん１個サービス 

玄倉514 78-3156 

３ 
丹沢湖記念館 

焼津ボート乗り場 
ボートレンタル料を30％割引 

神尾田759-2 
（丹沢湖記念館） 

78-3415 

４ 大滝キャンプ場 オートキャンプ：5,000円→4,500円 中川879 78-3422 
５ マウントブリッジ オートキャンプ：6,000円→5,400円 中川867–7 78-3378 

１ 民宿 箒沢荘 
【手形１枚につき１回限り】 
宿泊料：5,500円→5,000円 
喫茶室：飲み物50円引き 

中川728 78-3501 

2 魚山亭やまぶき 日帰り入浴：800円→700円 中川897-90 78-3911 

3 うぐいすの里 丹沢荘 宿泊費：手形1枚につき１名 500円割引 中川527-1 78-3631 

4 蒼の山荘 日帰り入浴：1,000円→700円（タオルなし） 中川897 78-3311 

5 
かくれ湯の里 

信玄館 

【手形１枚につき１回限り】 
日帰り入浴：大人1,000円→800円、子供500円→400円 
宿泊：「飲むおんせん Veil」（1.5ℓ）を１室に１本プレゼント 

中川 577-6 78-3811 

6 丹沢ホテル時之栖 
【手形１枚につき５名まで】 
平日   大人600円→400円、子供300円→100円 
土日祝 大人800円→600円、子供500円→300円 

中川448-2 78-3621 

7 落合館 
宿泊：夕食時に季節の１品とグラスビールorソフトドリンクサー
ビス 

神尾田759-23 78-3190 

１ 
丹沢湖記念館 
お土産物売場 

【先着300本】 
1,000円以上お買い上げの方に「あしがら茶」（缶290g）１本プレゼント 

神尾田759-2 78-3415 

２ 硝子工房 流限 
【2名様以上限定】 
吹きガラス体験料 10％割引 

中川855-3 20-3636 
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種別 No. 提携施設 優待内容 
住所 

(山梨県南都留郡
道志村) 

問合せTEL 
(市外局番0554) 

１ ドライブインせせらぎ 【12月24日(日)まで】お食事のお客様 
定食類：800円 → 700円、うどん類など：500円～600円 → 50円割引 

下善之木10325 52-2663 

２ 与里道 【12月24日(日)まで】各種定食、丼物のお食事代100円割引 上中山9721番地 52-1752 

３ やまびこ食堂 【12月24日(日)まで】お食事をされた方に、小鉢一皿をサービス 中神地9159 52-2437 

４ 観光農園 【10月29日(日)まで】ヤマメ定食：1,080円⇒980円、アユ定食：972円⇒872円 東神地9240 52-2365 

５ 
RESTAURANT ＆ ZAKKA 

HOROHORO 
【12月24日(日)まで】 
お食事利用の際、ブレンドコーヒー（HOT  or  ICE)を一杯サービス 

谷相7383-2 52-2781 

６ ドライブイン道志宿 【12月24日(日)まで】お食事をされた方に、小鉢一皿をサービス 岩瀬6992 52-2363 

７ 湯川屋 【12月24日(日)まで】お食事代100円割引 月夜野49 042-787-2250 

１ 
道志川渓流 

フィッシングセンター 

【12月24日(日)まで】  
釣堀：ニジマス：3,200円/2kg→2,900円/2kg     ヤマメ：3,800円/kg→3,300円/kg 

東神地9237 
道志村漁業 
協同組合 
52-2966 【10月15日(日)まで】アユ遊漁券：年券7,000円→5,500円、一日券1,800円→1,400円 

【9月30日(土)まで】雑魚遊漁券：年券5,000円→4,000円、一日券1,000円→750円 

２ 道志森のコテージ 【12月24日(日)まで】コテージ利用料金：1棟につき1,000円割引 池之原7895 52-2278 

３ 
みなもと体験館 
道志・久保分校 

【12月24日(日)まで】 
体験館利用料：大人(高校生以上) 500円→400円、子供(4歳以上) 300円→200円 

久保2167 20-4688 

【流しうどん体験[7月1日(土)～9月24日(日)開催]】 
【親子キャンプ(1泊2日、各回6組、全12回)[8月2日(水)～4日(金)、8月9日(水)～11日(金)、
8月26日(土)～27日(日)、9月2日(土)～3日(日)、9月9日(土)～10日(日)に開催] 最少遂行
人員4名】 
【化石クリーニング探検と鉱物探し[9月16日(土)～18日(月)に開催]】 
【貝沢探検[10月8日(日)に開催]】 
【薪割りとたき火[10月15日(日)、22日(日)、29日(日)に開催]】 
【アケビのツルで編むカゴ作り体験[11月5日(日)、12日(日)、19日(日)、26日(日)に開催]】 
【春の七草の寄せ植え作り[12月10日(日)に開催]】 
【道志村の冬仕事体験(昔ながらのこんにゃく作り)[12月17日(日)に開催]】 
【餅つき体験[12月1日(金)から開催]】 
各イベントの参加費(大人・小人)より200円の割引（体験館利用料含） 

１ 道志の湯 【12月24日(日)まで】 利用料金 大人600円⇒390円、子供380円⇒270円 西和出村7501 52-2384 

２ 紅椿の湯 利用料金 大人1,000円⇒800円、子供500円⇒400円 小椿3888 20-4500 

１ 道の駅どうし 

【レストラン・特産物販売〔12月24日(日)まで〕】 
店内で1,500円以上のお買い物・お食事でソフトドリンクサービス券プレゼント(クレソ
ン・アップル・オレンジジュース、ウーロン茶、コーヒー) 
※野外テント・各種自動販売機のご利用額は対象外 

上中山9745 
 

52-1811 

【屋外テント〔12月24日(日)までの毎週土・日〕】 
道志ポーク豚汁：200円→150円、道志ポーク串焼：500円→450円、道志アユ塩焼：500
円→450円 

【道志渓谷  あゆ祭り[6月18(日)開催]】 
【道志渓谷夏祭り第1弾  渓流祭り[7月8日(土)・9日(日)開催]】 
【道志渓谷夏祭り第2弾   もろこし祭り[7月29日(土)・30日(日)開催]】 
・道志焼きもろこし250円、道志ゆでもろこし200円(2本以上購入のお客様は50円割引) 
【道志渓谷 豚祭り  秋 [9月16日(土)～9月18日(月)開催]】 
【道志渓谷 いも煮会[10月8日(日)開催]】 
【道志渓谷  いのしか祭り[11月25日(土)開催]】 
・道志ポーク豚汁:200円→150円 (いも煮会時はいも煮汁に変更：300円→250円) 
(いのしか祭り時はいのしし汁に変更：300円→250円) 
・道志ポーク串焼：500円→450円   ・道志アユ塩焼：500円→450円 
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▲御正体山 

▲菜畑山 

▲加入道山 

▲菰釣山 

２ 

３ 

１ 
４ 

▲大室山 

◎ 
道志村役場 

国     道 
主要地方道/ 
都道府県道 

２ 

１ 

５ 

道志村 
１ 

７ 

３ 

６ 

２ 

提携施設の詳細情報 



●「やまなみ五湖へ、ようこそ」（平成27年３月発行、水源地域交流の里づくり推進協議会）から転載。 https://www.suigen.jp/ 

水源地には魅力がいっぱい！ 
 水源地では「地元食材を使った料理を食べる」「川や湖で水遊びをする」「森林浴で自然に触れる」
「温泉や旅館で疲れを癒す」など、多様な楽しみ方をすることができます。観光施設や水源地につい
て学べる施設もありますので、提携施設と組み合わせて、何度でも訪れてください。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

道志の猪なべ 奥道志 道志川の紅葉 相模川（津久井湖エリア）
の鮎料理 

相模湖のゆずアイス 宮ケ瀬湖畔 丹沢湖でカヌー 丹沢湖の温泉 

https://www.suigen.jp/
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