
施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

箱根関所・箱根関所資料館 大人券

Tel：0460(83)6635 小人券

箱根湿生花園 100円 大人券

Tel：0460(84)7293 なし 小人券

箱根町立郷土資料館 大人券

Tel：0460(85)7601 小人券

箱根町立森のふれあい館

Tel：0460(83)6006

箱根彫刻の森美術館 1,000円 大人券

Tel：0460(82)1161 600円 中人券

400円 小人券

箱根強羅公園

Tel：0460(82)2825

箱根ガラスの森美術館 1,100円 大人券

Tel：0460(86)3111 600円 中人券

200円 小人券

ポーラ美術館 1,100円 大人券

Tel：0460(84)2111 600円 中人券

箱根ラリック美術館 800円 大人券

Tel：0460(84)2255 600円 中人券

300円 小人券

箱根ジオミュージアム 大人券

Tel：0460(83)8140 小人券

箱根駅伝ミュージアム 大人券

Tel：0460(83)7511 小人券

箱根町さくら館  温水プール 大人券

Tel：0460(85)0800 小人券

区分 適用券

・箱根町

東海道線「小田原駅」から箱根町港行バス55分
「箱根関所跡」下車、徒歩2分

大人
なし イエロー

9：00～17：00（12月～2月 9：00～16：30）
入館は30分前まで
年中無休

箱根・足柄方面

小学生

東海道線「小田原駅」から湖尻桃源台行バスで
「仙石案内所前」下車、徒歩8分

大人
イエロー

9：00～17：00（入園は16：30まで）
休園・12/1～3/19

箱根登山鉄道「箱根湯本駅」下車、徒歩5分
なし

特別企画展は別途負担
イエロー

9：00～16：30（入館は16：00まで）
休館・毎週水曜日、毎月最終月曜日及び12/28～1/4

小学生

大人

小・中学生

東海道線「小田原駅」から箱根登山鉄道で「強羅駅」下
車、徒歩5分

大人 なし イエロー 大人券

9：00～17：00（入園は16：30まで）
（季節により変動あり）
年中無休（天候、メンテナンス等により休園あり）
 小学生以下無料

小・中学生

東海道線「小田原駅」から元箱根・箱根町港行バスで
終点乗換、熱海駅行又は三島行バスで「箱根やすらぎ
の森」下車

なし イエロー
9：00～17：00（12月～2月  9：00～16：30）
1・2月については臨時休館あり

箱根登山鉄道「彫刻の森駅」下車、徒歩2分

大人

イエロー
9：00～17：00（入場は16：30まで）
年中無休

高・大学生

小・中学生

小田急線「箱根湯本駅」から湖尻・桃源台行箱根登山
バスで「俵石・箱根ガラスの森前」下車

大人

イエロー

10：00～17：30（入館は17：00まで）
12/30・31は10：00～16：30（入館は
16：00まで）
休館・1/10～20

高・大学生

大人

小学生

箱根登山鉄道「強羅駅」から観光施設巡りバスで「ポー
ラ美術館」下車

大人

イエロー

9：00～17：00（入館は16：30まで）
中人は学生証提示で適用
小・中学生は無料
不定休（展覧会会期中は無休）

JR東海道線「小田原駅」より、箱根登山バス湖尻・桃源
台行で「仙石案内所前」下車すぐ

大人

イエロー
9：00～16：00（入館は15：30まで）
休館・毎月第3木曜日（8月は無休）

高・大学生

小・中学生

大人券

小人券

高・大学生

箱根ロープウェイ「大涌谷駅」下車
大人

なし イエロー
9：00～16：00（季節により変動あり）
年中無休（天候等により休業の場合あり）

小・中学生

小田急線「箱根湯本駅」から箱根登山バスの湖尻・桃
源台行「明神平」下車、徒歩3分

大人
なし ピンク

9：00～20：00(入館は19：30まで）
休館・毎週月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日（土日を除く）、年末年
始、プール設備点検時（1月予定）小・中学生

小田急線「箱根湯本駅」よりバスで45分、「箱根町港」
下車すぐ

平日　10：00～16：30
休日　9：30～17：00
（入館は閉園の30分前まで）
年中無休（自然災害などによる休館あり）

高校生以上

小・中学生

50円 イエロー



施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

真鶴町立中川一政美術館 大人券

Tel：0465(68)1128 小人券

真鶴町立遠藤貝類博物館 大人券

Tel：0465(68)2111 小人券

湯河原町こごめの湯 町内 なし

Tel：0465(63)6944 町外 600円

町内 なし

町立湯河原美術館 大人券

Tel：0465(63)7788 小人券

湯河原町総合運動公園  パークゴルフ場 1回

Tel：0465(63)7288 1日

1回

1日

湯河原町ヘルシープラザ 町内・広域

Tel：0465(62)1333 町外

町内・広域

町外

大人券

小人券

300円 大人券

200円 小人券

足柄森林公園丸太の森 大人券

Tel：0465(74)4510 中人券

小人券

南足柄市体育センター 大人 50円 大人券

 (温水プール・トレーニング室) 小・中学生 小人券

Tel：0465(72)1171

9：00～21：00
休館・毎週月曜日（祝日を除く）、年末年始
中学生以下のトレーニング室利用不可
（湯河原町内及び広域に在住の組合員等は、身分証明と利用助成
券の両方を提示）小・中学生 小人券

東海道線「湯河原駅」から不動滝・奥湯河原方面行バ
スで約12分「美術館前」下車すぐ

大人
なし イエロー

9：00～16：30（入館は16：00まで）
休館・水曜日（祝日の場合開館）及び12/28～12/31・展示替え期間小・中学生

東海道線「湯河原駅」よりコミュニティバス「ゆめ公園・
兎沢経由真鶴行」で「ゆめ公園」下車

なし イエロー
9：00～16：00（土日祝は」9：00～17：00）（季節により変動あり）
休場・毎週木曜日（祝日の場合はその前日）及び12/28～1/3

東海道線「湯河原駅」から真鶴・小田原行バスで「海の
家」下車

大人

なし ピンク

大人券

・南足柄市

大雄山線「大雄山駅」から導了尊行バスで「おんりー
ゆー」下車、徒歩6分

大人

なし イエロー
9：00～17：00
（11月～3月  9：00～16：00）
休園・毎週月曜日（祝祭日の場合は翌日）及び12/28～1/3

中学生

小学生

湯河原海浜公園プール
東海道線「湯河原駅」下車、徒歩15分又は熱海行バス
で「八幡神社前」下車

大人
なし ブルー

7/15～8/31
9：00～17：00
天候等により休業する場合あり

吉浜海岸湯河原海水浴場 東海道線「湯河原駅」から徒歩15分
大人

ブルー
7/15～8/31
8：00～17：00

３才～小学生

小・中学生

大人券

大雄山線「和田河原駅」下車徒歩8分 ピンク
9：30～20：25(11月～3月は10：00～20：25)
※トレーニング室は9：00～21：00
休館・月曜日、祝日の翌日及び 12/28～1/4なし

プール

大人

小・中学生

大人券

小人券

東海道線「湯河原駅」から奥湯河原行バスで
「公園入口」下車

大人

イエロー

トレーニング 大人

・湯河原町

・真鶴町

東海道線「真鶴駅」から真鶴岬又はケープ真鶴行バス
で「中川一政美術館」下車

なし イエロー

10：00～16：00（入館は15：30まで）
休館・火曜日、水曜日（祝日の場合は開館）、その他長期休館あり、
HP要確認
特別展覧会は別途負担小・中・高校生

東海道線「真鶴駅」から車で4km（約10分）又 は、「真鶴
駅」から三ツ石・ケープ真鶴行バスで 20分

大人券
9：00～21：00（入館は20：30まで）
休館・月曜日（祝日の場合は翌日）
湯河原町内に在住の組合員等は、町民証と利用助成券の両方を提
示小・中学生 小人券

町外 300円

なし イエロー
10：30～15：30（入館は15：00まで）
休館・水曜日、木曜日、12/28～1/3

小・中・高校生

区分 適用券

大人

大人



施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

大井町総合体育館  トレーニングルーム

Tel：0465(82)9799

西平畑公園  ふるさと鉄道 大人券

Tel：0465(84)0303 小人券

松田町健康福祉センター  健楽の湯 大人券

Tel：0465(84)1196 小人券

松田町生涯学習センター 町内 500円

ボルダリングウォール 町外 1,500円

Tel：0465(83)7021 町内 200円

町外 700円

松田町生涯学習センター 町内 1,500円

リードウォール 町外 3,500円

Tel：0465(83)7021 町内 700円

町外 1,700円

松田町生涯学習センター トレーニングルーム 町内

Tel：0465(83)7021 町外

山北町　町立中川温泉ぶなの湯

Tel：0465(78)3090

山北町健康福祉センター  さくらの湯
 大人券

Tel：0465(75)0819 小人券

小田急線「新松田駅」から徒歩約7分
なし

イエロー

9：00～21：00
休館・毎週月曜日（祝日を除く）
夜間（17時以降）の利用がない場合、17時で閉館する場合あり
中学生以下は利用不可
利用は事前に講習会の受講が必要

大人 大人券

大人券 ※参考料金（令和4年度）
9：00～21：00
休館・毎週月曜日（祝日を除く）
夜間（17時以降）の利用がない場合、17時で閉館する場合あり
要予約中学生以下 小人券

小田急線「新松田駅」から徒歩７分 イエロー

大人券
※参考料金（令和4年度）9：00～21：00
休館・毎週月曜日（祝日を除く）
夜間（17時以降）の利用がない場合、17時で閉館する場合あり
要予約

小人券

大人

中学生以下

なし
2時間まで

イエロー
10：00～17：00（入館は16：00まで）
休館・月曜日、火曜日（祝日の場合は、翌日）

12才未満

3才～小学生

・大井町

御殿場線「上大井駅」下車徒歩10分、又は「相模金子
駅」下車徒歩10分小田急「新松田駅」から富士急湘南
バスで「湘光中学校前」下車徒歩 5分、又は「大井町役
場入口」下車徒歩3分

高校生以上
なし

 2時間単位
時間超過別途負担

ピンク 大人券

9：00～21：30
休館・毎月第4月曜日（祝日の場合は翌日）及び12/29～ 1/3、他臨
時休館あり
初回利用時は講習会を受講し、登録カードを作成（予約制）但し、無
料
中学生以下のトレーニング室利用不可

区分 適用券

3才～中学生

大人

4才～小学生

250円

150円

大人券

小人券

大人
御殿場線「山北駅」下車、徒歩2分

なし
2時間まで

時間超過別途負担
イエロー

11：00～20：00
休館・木曜日（休日の場合は翌日）及び年末年始

・山北町

小田急線「新松田駅」、御殿場線「山北駅」から西丹沢
ビジターセンター行バスで「中川」下車

イエロー
10：00～18：00（平日及び12～2月）
（土・日・祭日10：00～19：00）
休館・月曜日（祝日の場合は翌日）

土・日・祭日  10：35～15：35
運休・12月第３週～2月上旬、平日
雨天他臨時運休あり

小田急線「新松田駅」から徒歩約15分

大人

小田急線「新松田駅」下車、徒歩25分
大人

なし イエロー

小田急線「新松田駅」から徒歩７分

大人

イエロー

・松田町



施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

山北町環境整備公社ボート乗り場
 30分　　　100円

Tel：0465(78)3415 1時間　　　500円

2時間　　1,000円

半日　　　1,500円

一日　　　3,000～4,000円

御殿場線「谷峨駅」又は小田急線「新松田駅」からバス
で「焼津」下車、徒歩3分

イエロー

区分 適用券

・山北町

平日9：：00～16：30
土・日・祭日7：00～16：30
（終了時間は季節により変動あり）
休業・水曜日、年末年始
季節によりボート乗り場の位置が変わるため、HP要確認
※中学生以下の単独乗船不可

大人 手漕ぎ 大人券


