
御宿場印販売場所一覧

宿場 販売場所・住所・電話番号 アクセス 営業時間・休館（定休）日 販売場所からのメッセージ

日本橋
日本橋観光案内所

東京都中央区日本橋1‐1‐1花の広場
東京メトロ銀座線、東西線　日本

橋駅B9出口から徒歩1分
10：00～17：00
休業日：1月1日

東京・日本橋の観光名所、人気スポットをはじめ、地域のイベント・祭事
などをご案内します。また、館内では日本橋のい手みやげにぴったりな
老舗・名店の逸品を展示・販売しています。

旧東海道品川宿交流館
東京都品川区北品川2‐28‐19

03-3472-4772

京浜急行「新馬場駅」
北口より徒歩7分

10：00～16：00
休館日：月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）

昔懐かしい駄菓子屋を併設した、無料お休み処です。まちあるきマップ
（50円）や観光パンフレットを取り揃えています。2階には展示もあります
のでご覧ください。
※年末年始休み有

（※ご案内処となります）
南品川櫻河岸 まちなか観光案内所

東京都品川区南品川1‐3‐4
03-3472-4772

京浜急行「新馬場駅」
北口より徒歩8分
南口より徒歩10分

10：00～17：00
休館日：日曜日、火曜日、水曜日、金曜日

昭和初期に建てられた旧交番跡をリノベーションした観光案内所です。
ロケにも使われるレトロで愛らしい外観と、当時のままの建具を修繕保
存した内観をお楽しみください。
※年末年始休み有

川崎宿
東海道かわさき宿交流館

神奈川県川崎市川崎区本町1-8-4
044－280－7321

JR東海道線
川崎駅より徒歩10分

京浜急行電鉄線
京急川崎駅より徒歩6分

9：00～17：00　休館日：月曜日
（月曜日が、「国民の祝日に関する法律」に
規定する休日にあたるときは開館し、その直
後の休日でない日を休館とします。）
12月29日～1月3日

「東海道かわさき宿交流館」は、東海道川崎宿の歴史や文化を学び、そ
れを後世に伝えていくための施設として、2013年に開館しました。宿場
の歴史を学ぶとともに御宿場印をお買い求めください。

慶運寺
神奈川県横浜市神奈川区

神奈川本町18-2
045－441－8310

JR京浜東北線東神奈川駅東口よ
り徒歩７分

4～9月　　9：00～17：30
10～3月　9：00～17：00

sakura cafe
神奈川県横浜市神奈川区青木町5-18

045－298－9027

京急神奈川駅
より徒歩３分

10：30～15：00
定休日：土、日曜日、祝日

サンオリーブ
神奈川県横浜市神奈川区青木町3-1

045－453－3719

京急神奈川駅
より徒歩２分

11：00～14：00、17：00～20：30
定休日：日曜日、祝日

魚レストラン マルシェ
神奈川県横浜市神奈川区青木町5-25

045－451－1280

JR横浜駅より徒歩１０分
京急神奈川駅より徒歩３分

11：30～14：30、17：00～20：00
定休日：日曜日、祝日

横浜マルニカフェダイニング
神奈川県横浜市神奈川区二ッ谷町6－3

ぬのや内
045－322－1712

JR京浜東北線東神奈川駅西口よ
り徒歩７分

11：00～22：00（土曜日は～17：00）
定休日：日曜日、祝日

川窪牛豚肉店
神奈川県横浜市神奈川区青木町10-8

045－441－2983

京急神奈川駅
より徒歩５分

10：00～18：00
定休日：日曜日、祝日

保土ヶ谷宿
桑名屋

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町21
045－331－0233

JR横須賀線保土ヶ谷駅
西口より徒歩１分

11：00～21：00
定休日：木曜日

広重の浮世絵「保土ヶ谷宿」の風景に「二八そば」が描かれています。
JR保土ヶ谷駅西口より徒歩１分、創業明治１９年の宿場風な店作りの
当店へ是非お越しください。

交流広場とつか
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4018-1

ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ戸塚ﾌﾛﾝﾄ1階
045－865－4680

JR戸塚駅西口より
徒歩３分

11：00～15：30
定休日：水曜日、土日祝日

純喫茶モネ
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10

modi 2Ｆ
045－864－6834

JR戸塚駅東口より
徒歩０分

7：00～19：30
定休日：水曜日

藤沢宿
藤沢市ふじさわ宿交流館

神奈川県藤沢市西富1-3-3
0466-55-2255

JR藤沢駅北口より
徒歩14分

 4月～9月　9：00～18：00
10月～3月　9：00～17：00
休館日：月曜日（休日の場合は翌日）
　　　　　1月1日および12月27日～12月31日

当交流館は、東海道五十三次や藤沢宿に関する様々な資料を展示し、
藤沢の歴史や文化に触れることができる施設です。歴史散策やウォー
キングの際に休憩の場としてもご利用いただけます。

平塚宿

平塚市観光協会
神奈川県平塚市紅谷町18-8

市民プラザ内
0463－20－5110

JR平塚駅西口より
徒歩4分

10：00～17：00
休館日：水曜日

平塚市では「湘南ひらつか七福神めぐり」を実施しています。七福神を
お祀りする緑豊かな神社を巡った後は是非御宿場印を買いにお越しく
ださい。

大磯町観光協会
神奈川県中郡大磯町大磯878‐1

0463－61－3300
JR大磯駅改札を出て左に50m

9：00～17：00
休館日：年末年始（12月29日～1月3日）

株式会社　井上蒲鉾店
神奈川県中郡大磯町大磯1306

0463－61－0131
JR大磯駅より徒歩7分

08：30～17：00
定休日：水曜日・1月、3月、8月に連休あり

小田原宿
小田原市観光交流センター内

神奈川県小田原市本町1丁目7-58
TEL　0465－46－8403

東海道線小田原駅より
徒歩10分

9：00～17：00
休館日：なし
（但し、12月29日～1月3日は年末休暇）

当センターは観光案内所や地域物産の販売、各種ワークショップの体
験の他、カフェも併設しています。小田原城登城の前にぜひお立ち寄り
ください。

箱根関所内
神奈川県足柄下郡箱根町箱根1番地

TEL　0460-83-6635

箱根登山鉄道
箱根湯本駅より

箱根町港行きバス40分
下車徒歩2分

東海道線三島駅より
箱根関所跡行き45分

下車徒歩2分

3月1日～11月30日　　9：00～17：00
12月1日～2月末日　　9：00～16：30
年中無休

箱根宿は、現在の箱根郵便局付近を境に江戸寄りが小田原藩領、上
方側が韮山代官領（天領）という一つの宿場でありながら二人の領主を
持つ「相給あいきゅう」の宿場という点が大きな特色となっていました。
御宿場印には、小田原藩大久保家の「上り藤に大」と韮山代官江川家
の「井桁に十六菊」を使用しました。
箱根関所は、江戸時代当時の場所に完全復元しております。江戸時代
に迷い込んだかのような雰囲気の中、箱根宿巡りをお楽しみください。
みなさまのお越しを心よりお待ち申し上げます。

箱根町観光交流センター
（総合観光案内所内）

神奈川県足柄下郡箱根町湯本706番地
35

TEL　0460-85-5794

箱根登山鉄道
箱根湯本駅より

徒歩1分

9：00～17：00
年中無休

箱根湯本駅前。観光関連パンフレットも豊富に取り揃えて、皆様のご旅
行・ご宿泊をサポート。お気軽にお越しください。

道の駅　箱根峠
神奈川県足柄下郡箱根町箱根381番地

22
TEL　0460-83-7310

箱根新道
箱根峠インターチェンジ

出口より車で1分

9：00～17：00（食堂L.O.15：50）
年中無休

芦ノ湖を望む絶景と、軽食（そば・うどん他）や、地元の新鮮な野菜や寄
木細工などのお土産も販売しております。お気軽にお立ち寄りください。

箱根駅伝ミュージアム
神奈川県足柄下郡箱根町箱根167番地

TEL　0460-83-7511

箱根登山鉄道
箱根湯本駅より

箱根町港行きバス40分
下車徒歩1分

東海道線三島駅より
箱根関所跡行き45分

下車徒歩1分

【平日】10：00～16：30
【土・日・祝】9：30～17：00
無休
※冬期営業につきましては直接お問い合わ
せください。

芦ノ湖を望む駅伝の聖地で、語り継がれる栄光の歴史に思いを馳せる
ことができます。箱根駅伝ミュージアムオリジナルグッズなども販売して
おります。

三島観光案内所
静岡県三島市一番町16-1三島駅南口

055－946－6900
三島駅南口より徒歩1分

9：00～17：00
休館日：年中無休

三島宿は箱根峠より西側の最初の宿場町であると同時に、三嶋大社の
門前町でもありました。旧東海道は現在の大通り商店街で、宿場の遺
構の碑や、大道りを横切るいくつかの川も見所です。街中の美しいせせ
らぎと富士山、うなぎや箱根西麓三島野菜など食の魅力も是非ご堪能く
ださい。

株式会社　千歳屋
静岡県静岡県三島市本町１３－１

055-975-3646
三島広小路駅より徒歩5分

10：00～19：00
定休日：毎週水曜日(25日以降は営業)

三島で大正2年創業の老舗の化粧品屋です。
資生堂化粧品の他、三島の焼酎「チットラッツ」清酒「せせらぎ三嶋湧
水」なども取り扱っています。

ミシマトイス
静岡県三島市本町3-35

055-975-0092

三島駅より徒歩10分
三島広小路駅より徒歩2分

10：00～18：00
10：00～18：30（土曜、日曜、祝日）
定休日：火曜日、水曜日

昔ながらの商店街のおもちゃ屋です。

お茶処　山田園
静岡県三島市本町12-3

055-973-1500
三島駅より徒歩10分

10：00～18：00
定休日：毎週水曜日

山田園はお茶ひとすじに百余年
江戸文久年間に創業以来 静岡のおみやげにおすすめのこだわりの美
味しい静岡茶をお届けしています。

幕末開港の舞台となった宿場として外交史上重要なポイントとなる寺院
が数多く存在しており、また台町の坂などに東海道の当時の面影を見
つけることができます。京急神奈川新町駅周辺から京急神奈川駅周辺
まで約４ｋｍに続く神奈川宿歴史の道には、所々にガイドパネルや浦島
太郎伝説にちなんだ亀のデザインの車止めが設置されており、歴史を
感じながら散策することができます。

朝江戸を発った当時の一番目の宿泊地として最適だった戸塚宿は東海
道五十三次の中で１０番目に宿泊施設の多い宿場だったそうです。鎌
倉への遊山や大山参詣の分岐点として大変賑わった戸塚宿では、多く
の歴史を感じながら散策することができます。

大磯宿

宿場町として栄えた大磯は、その後日本初の海水浴場が開設され、多く
の政財界人や文化人が居を構え発展してまいりました。そして、海山の
自然と共に様々な時代の文化が現代にも引き継がれています。気軽に
散策できる町大磯に是非お越し下さい。

三島宿

箱根宿

品川宿

神奈川宿

戸塚宿


