周辺観光施設
Surrounding Tourist Facilities

4 荒崎公園
Arasaki Park
自然が創造した美しい岩場が続く荒
崎海岸。三浦半島屈指の景観といわれ
る海岸美が存分に楽しめます。「夕日
の丘」の展望台からは富士山や天城連
山などが望めます。富士山のシルエッ
トをバックにした相模湾の夕景はまさ
に絶景です。

1 ソレイユの丘
Nagai Seaside Park“Soleil Hill”
入園無料の体験型公園。収穫体験、ア
スレチック、キャンプや動物との触れ合
いなどさまざまな体験が楽しめます。

シー＆サニーコース

046-857-2500
無料
年中無休
無料（土日祝日、ハイシーズンを除く）

046-857-2500
入場無料
9:00～18:00（３～11月）
9:30～17:00（12～２月）
年中無休
有料

This free admission park comes
with a variety of activities that everyone can enjoy such as a
harvest experience, athletic activities, camping, and a petting zoo.
*Some activities may require a fee
046-857-2500
Free admission
Mar. to Nov. 9:00～18:00 /
Dec. to Feb. 9:30～17:00
Open daily
Paid parking

海と夕日の湯
2 温浴施設
Ocean Sunset Bath“Umi-to-Yuhi-no-Yu”

Arasaki Park features a naturally formed rocky shore that is
recognized as one of the most beautiful sights within the Miura
Peninsula. From the Sunset Hill, you can look upon Mt. Fuji and the
Amagi Mountain Range. The view of Sagami Bay with Mt. Fuji in
the background is especially superb.
046-857-2500
Free
Open daily
Free except on Saturdays, Sundays, public holidays and high season

アクセス
Access

■ 荒崎バス停：三崎口駅バス停３番乗り場から横須賀市民病院、荒崎、
長井、横須賀駅行きバスで約30分

相模湾、夕日や富士山を望む露天
風呂では、開放感溢れる景色を楽し
みながらゆったりとくつろげます。

■ 和田バス停：三崎口駅バス停３番乗り場から横須賀市民病院、荒崎、
長井、横須賀駅行きバスで約15分

046-857-2500
大人700円（３歳
〜小学生300円）状況により変更する場
合があります
10:00～21:00（入館は
20:30まで）
年中無休（メンテナンス
のため休業する場合がございます）

■ 矢作入口バス停：三崎口駅バス停３番乗り場から横須賀市民病院、
荒崎、長井、横須賀駅行きバスで約10分

You can see a great view of the Sagami Bay and Mt. Fuji
during the sunset while you bathe. You will feel relaxed as you
enjoy the expansive scenery before you.
046-857-2500
Adult 700 yen / Child 300 yen May change
depending on the situation
10:00～21:00（last entry 20:30）
Open daily（certain days may be closed for maintenance）

「すかなごっそ」
3 農産物直売所
Farmer's Market“SUKANAGOSSO”

■ ARASAKI Bus Stop: About 30 minutes by bus from MISAKIGUCHI
Sta. bus stop no.3 bound for YOKOSUKA City Hospital,
ARASAKI, NAGAI, and YOKOSUKA Sta.
■ WADA Bus Stop: About 15 minutes by bus from MISAKIGUCHI
Sta. bus stop no.3 bound for YOKOSUKA City Hospital,
ARASAKI, NAGAI, and YOKOSUKA Sta.
■ YAHAGI-IRIGUCHI Bus Stop: About 10 minutes by bus from
MISAKIGUCHI Sta. bus stop no.3 bound for YOKOSUKA City
Hospital, ARASAKI, NAGAI, and YOKOSUKA Sta.

旬の鮮度抜群な農産物をお届けす
る大型直売所です。
046-856-8314
9:30～18:00
水曜日（祝日の場合は営業）
無料

This large direct sales market
offers the freshest seasonal
produce.
046-856-8314
9:30～18:00
Wednesdays (but open on public holidays)

Free

横須賀集客促進・魅力発信実行委員会
（横須賀市 横須賀商工会議所 京浜急行電鉄株式会社 一般社団法人横須賀市観光協会）
事務局：横須賀市文化スポーツ観光部観光課 ☎046-822-8294
注意：価格等の掲載内容は令和２年12月時点の情報です。

令和３年１月発行

Arasaki
Sea & Sunny Course

Caution
・Watch your step as some areas may have bad footing.
・During high tide, there may be cases where water washes on to the course due to large waves or strong winds.
・Do not enter the premises of private housing.

シー＆サニーコース

↓

至林

To Hayashi

注意
・足場の悪いところがありますので、足元には十分にご注意ください。
・満潮時、波の高い日や風の強い日はコース上まで波が洗う場合があります。
・民家がありますので、敷地内には入らないでください。
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ここからの眺めは
「かながわの景勝50選」に
選ばれている
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The scene from this location was selected
among the top 50 picks for best scenery
in Kanagawa.
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例

矢作入口

YAHAGI-IRIGUCHI

コース全行程

荒崎公園入口−（10分）−荒崎バス停−（40分）−ソレイユへの道−（10分）−長浜海岸−
（20分）−和田バス停

Hiking Course Route

−（30分）−矢作入口バス停

From Arasaki Park−(10min)−ARASAKI Bus Stop−(40min)−Path to Soleil Hill−(10min)−Nagahama Beach
From Nagahama Beach−(20min)−WADA Bus Stop
−(30min)−YAHAGI-IRIGUCHI Bus Stop

円徳寺

Entokuji Temple

神明宮

Shinmeigu Temple

三浦臨海高校入口

Miurarinkaikoko Ent.

至三崎口 ↓

To Misakiguchi

