
⽇

湯河原温泉場

湯��探��歩

⼟
 ����2023年�

 �４⽉１⽇�
 �４⽉２⽇� 

湯
河
原 

温
泉
場 

さ
ん
ぽ

ゆ た ん ぽ

温
泉
場
の
旅
館
・
店
舗
が
特
別
の
企
画
を�

ご
⽤
意
し
て
皆
さ
ま
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す



㋑カフェレストラン宮上倶楽部 
 1(⼟)・2(⽇) 11:00〜15:00 17:00〜20:00 
◯湯河原 常盤農園さんの湯河原野菜の即売会（当 
 ⽇朝⼊荷、ご期待ください） 
◯店内・こだわりマーケット 
 宮上倶楽部特製ドレッシング、湘南オリーブオ 
 イル、リィリィの⼿作り⽯鹸等、他では⼿に⼊ 
 りにくい品の数々 
◯お花⾒弁当ローストビーフポット（1 ⽇ 10 ⾷ 
 限定・予約可） 
◯ウクライナ⽀援 1 コイン募⾦実施中 
＊いつものお⾷事は店内でどうぞ 
＊お問合せ 0465-46-6310（10:00〜17:00） 
◆湯探歩回遊 湯探歩特別セット⼜はこだわりマ 
 ーケットお買上げにつき各 1 シール。景品は当 
 店特製の湯河原ミカン果汁⼊りドレッシング 
 
㋺町⽴湯河原美術館 
 1(⼟)・2(⽇) 事前予約制 
◯学芸員によるギャラリートーク 
 平松礼⼆館「四季の⾵景 春̶⽣命の輝き」展 
 及び常設館の展⽰解説を⾏います。 
 時間：14:00〜14:30 
 定員：各⽇ 10 名 
 料⾦：500 円（観覧料）＊通常 600 円 
＊ご予約・お問合せ 
 当⽇ 11 時までに下記へご連絡ください。 
 電話：0465-63-7788（8:30〜17:00 受付/休館⽇ 
    を除く。） 
 
㋩MUSEUM CAFE and garden 
 1(⼟)・2(⽇) 10:00〜16:30 
◯通常メニューに加え、湯探歩限定 昔懐かし⾖ 
 乳ババロア（数量限定）をご提供します。 
◯リタ藤⽥展 “RITAʼs World XII” (メタルアー 
 ト)  
◯ハワイアンレゲエDJ ”DJMIDORI”  
 2(⽇) 10:30〜12:30 
＊リタ藤⽥展とDJは無料 
＊お問合せ 0465-63-8686 
◆湯探歩回遊 カフェご利⽤につき 1 シール。景 
 品はミニ⾖乳ソフトクリーム 
 
㋥源泉 上野屋（登録⽂化財旅館）⾒学・⼊浴 
 2(⽇) 事前予約制 
 時間：12:00/13:00（各回約 40分） 

    開始時間 5分前にお越しください。 
 定員：各回 10 名 
 料⾦：1,500 円（⾒学・⼊浴／貸タオルセッ 
 ト付き） 500 円（⾒学のみ） 
＊⼊浴のみの受付なし 
＊ご予約・お問合せ 
 4/2 の 10 時までに下記へご連絡ください。 
 電話：0465-62-2155（10:00〜22:00 受付） 
 
㋭Dining Bar Charlyʼs 
 1(⼟) 18:00〜23:30 
◯通常メニューに加え、ベーコンと春キャベツ 
 のペペロンチーノをご提供します。 
＊お問合せ 0465-63-3056 
◆湯探歩回遊 当店ご利⽤につき 1 シール。景 
 品は 1 ドリンク（グラスビール⼜はワイン） 
 （4/1 の 18:00〜23:30 のみ） 
 
㋬夢⼗夜 ⾒学・⼊浴 
 2(⽇) 事前予約制 
 時間：12:00/13:00（各回約 40分） 
 定員：各回 10 名 
 料⾦：1,500 円(⾒学・⼊浴／貸タオルセット 
    付き） 500 円（⾒学のみ） 
＊⼊浴のみの受付なし 
＊ご予約・お問合せ 
 4/2 の 10 時までに下記へご連絡ください。 
 電話：050-1791-5367（10:00〜17:00 受付） 
 
㋣つたや名産店 
 1(⼟)・2(⽇) 10:00〜16:00 
◯つたや名産わさび漬け 
＊店内はフォトギャラリーになっています。 
＊お問合せ 0465-62-2734 
◆湯探歩回遊 わさび漬け 1個お買上げにつき 
 1 シール。景品はポンポンマッサージャー 
 
㋠TRATTORIA La Pigna 
 1(⼟)・2(⽇) 
◯店先 テイクアウト 11:00〜16:00 
 イタリアン焼き菓⼦、⾃家製フォカッチャ、 
 限定数オードブルのテイクアウト販売 
◯店内 ランチ 
 通常メニューに加え、和⽜ローストビーフサ 
 ンドランチをご提供します。 
◯「⼩⽥原トマトハウス」のトマト販売 

＊お問合せ 0465-20-4390 
◆湯探歩回遊 イートインランチで 1 シール。 
 景品はカフェのサービス 
 
㋷⾷事処かとう 
 1(⼟)・2(⽇) 11:00〜15:00 
◯通常メニューに加え、鯵づくし丼（1 ⽇限定 
 10 ⾷）をご提供します。 
＊お問合せ 080-5121-0033 
◆湯探歩回遊 定⾷ご注⽂につき 1 シール。 
 景品はハイボール 1杯（14:30 まで） 
 
㋦加藤精⾁店 
 1(⼟)・2(⽇) 11:00〜15:00 
◯店先テイクアウト 
 メンチカツバーガー、コロッケバーガー 
＊お問合せ 0465-62-2413 
◆湯探歩回遊 テイクアウトご購⼊で 1 シール。 
 景品は揚げたてコロッケ 1個 
 
㋸くりはら 
 1(⼟)・2(⽇) 11:00〜15:00 
◯特別販売 
 昭和の懐かしい宝⽯箱などの雑貨、アンティ 
 ークの引き出し・家具など 
 
㋾光陽館 
 1(⼟)・2(⽇) 10:00〜15:00 
◯特別販売 
 ⼿織り佐賀錦(佐賀錦のネックレス、⼿持ち 
 カバン、財布等)、絵葉書 
◯ガラクタ市（旅館で使われていたお⽫） 
◯佐賀錦実演 11:00〜14:00 
◯絵画展⽰ 
◆湯探歩回遊 お⽫１つご購⼊で 1 シール。 
 景品は展⽰のお⽫ 1枚 
＊お問合せ 0465-62-3341 
 
㋻珈琲・軽⾷ 岩本屋 
 1(⼟)・2(⽇) 10:00〜14:00 (13:00 LO) 
◯岩本屋特製ビーフシチューまたはプレミア 
 ム珈琲（ゲイシャ ナチュラル）をご注⽂のお 
 客様に桜アイスクリームをサービスいたし 
 ます。 
＊店内、テラス席のご予約承ります。 
＊お問合せ 0465-27-3726 

◆湯探歩回遊 店内ご飲⾷⼜はテイクアウト 
 ご利⽤で 1 シール。景品は「湯河原の湯」２ 
 袋 （4/2 の 14 時まで） 
 
㋕富⼠屋旅館(登録⽂化財旅館) 
 1(⼟)・2(⽇) 12:00〜17:00 
◯フジヤテラス 
 ミニうな丼(100個限定/事前予約可)、おつま 
 み、ドリンクほか 
◯蚤の市 
 ⾻董、雑貨など 
＊お問合せ 0465-46-6091 
＊フジヤテラスと蚤の市は、⾬天の状況により 
 中⽌となる場合があります。 
＊イベントご来場の⽅の駐⾞場はありません 
◆湯探歩回遊 瓢六亭(11〜14LO)またはフジ 
 ヤテラスご利⽤で 1 シール。景品はフジヤテ 
 ラスのドリンクメニューから⼀品 
 
㋵ゆ宿 藤⽥屋（登録⽂化財旅館）⾒学・⼊浴 
 1(⼟) 事前予約制 
 時間：12:00/13:00（各回約 40分） 
 定員：各回 10 名 
 料⾦：1,500 円（⾒学・⼊浴／貸タオルセット 
    付き） 500 円（⾒学のみ） 
＊⼊浴のみの受付なし 
＊中学⽣以下のお⼦様は⼊館不可 
＊ご予約・お問合せ 
 4/1 の 10 時までに下記へご連絡ください。 
 電話：0465-62-3331（9:00〜21:00 受付） 
 
㋟伊藤屋（登録⽂化財旅館）⾒学・⼊浴 
 2(⽇) 事前予約制 
 時間：12:00/13:00（各回約 40分） 
 定員：各回 10 名 
 料⾦：1,500 円(⾒学・⼊浴／貸タオルセット 
    付き） 500 円（⾒学のみ） 
＊⼊浴のみの受付なし 
＊ご予約・お問合せ 
 4/2 の 10 時までに下記へご連絡ください。 
 電話：0465-62-2004（8:00〜20:00 受付） 
 
㋹温泉場太⿎部 湯河原ばやし太⿎演奏 
 2(⽇) 10:00〜12:00 13:00〜15:00 
◯太⿎部員による演奏とお客様の太⿎体験 
＊お問合せ 090-1116-7815 (温泉場太⿎部) 

 

＊下記の各々の企画に関するご質問は、各々の問合せ先へご連絡ください。

　イベント全体のご質問は、癒し場へ（office@landscape-p.com）へご連絡ください。

湯河原温泉場  湯 探 歩　

2023年 ４月１日(土)・２日(日) 開催



㋞ゆっくりガレージ 
 2(⽇) 10:00〜17:00 
◯若⼥将特製弁当（ヤンニョムチキン丼、キーマ 
 カレー丼、ビビンバ丼） 
◯特製モツ煮込み 
◯ハンドメイドアクセサリー『ARANA』 
◆湯探歩回遊 弁当ご購⼊で 1 シール。景品は 
 特製ミニモツ煮込み 
 
㋡万葉公園 湯河原惣湯 Books and Retreat 
 1(⼟)・2(⽇) 10:00〜17:00 
◯公園内にハンモックや本を設置し、屋外でくつ 
 ろげる空間をご提供します。 
＊⾬天中⽌   
＊お問合せ 0465-43-7830 
◆湯探歩回遊 ⽞関テラスカフェにてスコーンご 
 購⼊で 1 シール。景品はホットコーヒーM 
 
㋧万葉亭 
 1(⼟)・2(⽇) 10:00〜15:00 
◯抹茶（お菓⼦付き）をご⼀服いただいたお客様 
 へ湯河原温泉⼊浴剤 1 包贈呈 
＊お問合せ 0465-64-1234 
 
㋤湯河原観光ボランティアによる「万葉公園・温
泉場散策ガイド」 
 1(⼟)・2(⽇) 事前予約制 
 時間：10:30〜12:00 
 コース：万葉公園〜藤⽊川沿い〜湯元通り〜町 
     ⽴美術館 
 集合場所：湯河原惣湯⽞関テラス ウッドデッキ 
      (ガイドは⾚ユニフォームと緑帽着⽤) 
 定員：各回 10 名   料⾦：500 円/⼈ 
＊⾬天中⽌ 
＊ご予約・お問合せ 
 前⽇ 3/31 までに下記へご連絡ください。 
 電話：町役場地域政策課 0465-63-2111(役場代 
    表)（8:30〜17:15受付） 
 当⽇のお問合せ：090-8477-9274 
 
㋶むろさだ集場 
 1(⼟)・2(⽇) 10:00〜17:00 
◯湯探歩特別メニューとして、通常スイーツメニ 
 ューのトッピングのチェリーを「⽣いちごチョ 
 コ」に変更してご提供します。 
＊お問合せ 0465-62-2016 
◆湯探歩回遊 むろさだのご飲⾷で 1 シール。 
 景品はオーガニックコーヒー⼜はソフトクリ 
 ーム 
◯⽯倉商店 
 1(⼟)10:00〜17:00 

 削り節、無添加だしパック、のり各種の販売 
◆湯探歩回遊 商品ご購⼊で 1 シール。景品は 
 サンプル商品 
◯⼿織り⼯房 Jomon 
 1(⼟)・2(⽇) 10:30〜15:30 
・⼿織りショール、コースター、ミニチュアド 
 レスの販売 
・ワークショップ「卓上織り機でコースターを 
 作ろう！」（45分程度） 
 事前予約制 ＊空きがあれば当⽇可 
 料⾦：2,000 円（税込、作品はお持ち帰り） 
＊ご予約 nb20jomon20@gmail.com ⼜は電 
 話 090-6547-7780 (別府) 
◆湯探歩回遊 商品ご購⼊⼜はワークショッ 
 プご参加で 1 シール。景品はくるみブローチ 
 
㋰かどや(2階)おちあい座「かどやマルシェ」 
 1(⼟) 11:00〜17:00 
◯⽇和堂（マッサージ、タイ雑貨） 
◯たかはしふぁーむキッチン(お弁当、お惣菜) 
◯バルクラーベ（スペイン料理） 
 
 2(⽇) 11:00〜17:00 
◯ciel（天然⽯、ガラスジュエリー） 
◯smile lavo（セルフホワイトニング） 
◯バルクラーベ（スペイン料理） 
◯ランブル（洋菓⼦） 
◯でこぼこファーム＆たからのはたけ（野菜） 
＊最新の出店スケジュールは、かどやインスタ 
 グラムにて発表します。 
＊1階かどや(クラフトビール)22 時まで営業 
＊お問合せ 070-3356-5527 
◆湯探歩回遊 タップビール 1杯(⼩以上)につ 
 き 1 シール。景品はタップビール(⼩)1杯 
 
㋒Café & Bar Bon 
 2(⽇)11:00〜15:00 
◯通常メニューに加え、ハンバーグサンドをご 
 提供します。  
＊お問合せ 0465-63-1839 
◆湯探歩回遊 当店ご利⽤につき 1 シール。景品 
 は BONオリジナルマスク 
 
㋨Je suis un-樹翠菴- 
◯第 3 回湯河原タイムトリップ 朗読イベント 
 古典⽂学朗読講座＋朗読「細雪」⾕崎潤⼀ 
 1(⼟) 事前予約制 
 「古今集」「枕草⼦」「徒然草」をナレーター沼 
 尾ひろ⼦が時代の背景や⾔葉の意味を現代⽂ 
 でわかりやすく解説する学べる⼤⼈の朗読講 
 座＋⽂豪 ⾕崎潤⼀郎「細雪」を情緒ゆたかに 

 朗読、桜の旅へと誘います。 
 時間：13:00 / 15:00 （各回約 1 時間） 
 定員：各回 10 名 
 料⾦：3,300 円(税込)(お茶と温泉饅頭付き） 
＊ご予約 https://je-suis- un.com/event/ 
 yugawara_timetrip_20230405 
◯万葉⼦ぼんさい体験 
 2(⽇) 事前予約制 
 季節の⼦ぼんさい体験 10%OFF 
 時間：11:00/13:30/ 15:00 
 定員：各回 6 名 
 料⾦：4000 円/⼈(税込/通常価格の 10%OFF) 
＊ご予約 https://www.manyokobonsai.com/ 
  event/（万葉⼦ぼんさい HP）  
＊お問合せ 090-7236-6477(万葉⼦ぼんさい) 
◆湯探歩回遊 万葉⼦ぼんさい体験または 1000 
 円以上のご購⼊で 1 シール。景品はオリジナ 
 ル⼿拭い 
 
㋔きものすずき 
 1(⼟)・2(⽇) 事前予約制 
◯⽵かご製作体験 
 旅の記念やお⼟産に！⽵細⼯の伝統⼯芸⼠ 
 が在廊します。 
 時間：11:00/14:00（各回約 1 時間） 
 定員：各回 3 名 
 料⾦：2,750 円（税込） 
＊ご予約・お問合せ 
 3/31 までに下記へご連絡ください。 
 電話：0465-62-3539（10:00〜18:00受付） 
◆湯探歩回遊 ⽵かご製作体験 1 回につき 1 シ 
 ール。景品は⾜袋ソックス 
 
㋗⽯渡⻘果店 
 1(⼟)・2(⽇) 10:00〜17:00 
◯通常商品に加え、湯探歩限定の季節の果物 
 の特売をします。 
＊お問合せ 0465-62-3539 
 
㋳ゑふや本店 
 1(⼟)・2(⽇)  8:00〜17:00 
◯通常商品に加え下記の商品をご提供します。 
・ワンコインセット(1 ⽇限定 50 セット) 
 湯河原名物きび餅 100g、特製温泉まんじゅ 
 う 2個、⼀⼝⽺かん 1個 
・⽊製の可愛い温泉まんじゅうストラップ 2個 
 セット 
＊お問合せ 0465-63-3301 
◆湯探歩回遊 上記ワンコインセットお買い 
 上げで 1 シール。景品はきび餅 160g 

 

【次回の湯探歩 開催日程】


2023年 ６月３日(土)・４日(日)


皆さまのお越しをお待ちしています

【主催/企画調整】


　　　　株式会社 癒し場へ


 　　　 (湯河原温泉まちづくり会社)


　　　office@landscape-p.com


【後援】湯河原町


【協賛】さがみ信用金庫


　　　　三島信用金庫　

１
 ２
 ３

 湯探歩��回遊�
◆印の協賛店における所定のご購入1回

につき１シール貼付します。３シール集

めたら、集めたシールの店舗のうちの一

店舗にて景品を贈呈します(数量限定)。


＊景品贈呈は2日(日) 17時まで。但し、

景品がなくなり次第終了となります。


また一部店舗は17時前に閉店するため、

各店の営業時間をご確認ください。

当イベントは新型コロナウィルス感染
症対策を講じた上で実施します。ご参
加のお客様におかれましても感染予防
にご協力いただきますようお願い申し
上げます。


荒天その他やむを得ない事情によるイ
ベント中止の場合は、湯河原温泉公式
観光サイト（https://www.yugawara.

or.jp/event/1721/）にて当日の7時ま
でにご案内申し上げます。


mailto:office@landscape-p.com
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