
平成30年1月改訂

住 ☎044-922-2181

交小田急線向ヶ丘遊園駅南口下車徒歩13分、JR南武線登戸駅徒歩25分

川崎市多摩区枡形7-1-1（生田緑地内）

時9:30～17:00（11月～2月16:30）※入園は閉園30分前まで
〈休／月曜（祝日の場合は開園）・祝日の翌日（土日祝の場合開園）・年末年始〉

料一般500円 高校生・大学生・65歳以上300円、中学生以下無料
※川崎市の発行する健康福寿手帳をお持ちの方は無料になります。※有料20人以上の団体は2割引

Ｈhttp://www.nihonminkaen.jp/

問合せ先
発行／川崎産業観光振興協議会　http://k-kankou.jp/study_tourism 川崎市産業観光

　真言宗智山派の大本山で、もろもろ
の災厄を消除する霊験あらたかな厄除
大師として有名です。7月の川崎大師風
鈴市では、全国から3万個もの風鈴が集
まり、涼やかに夏を楽しませてくれます。

川崎大師（平間寺）
へいけんじ

交京急大師線川崎大師駅下車徒歩8分

☎
住

Ｈ
044-266-3420
川崎市川崎区大師町4-48

http://www.kawasakidaishi.com

周辺観光のご案内

お
車
で

D
　2～300年前に建てられた、主に東日本の代表
的な古民家など重要文化財を含む25件を移築
した野外博物館で、年間を通して芸能公演など
の様々な催しや各種講座なども実施しています。

日本民家園E
　JR川崎駅西口に直結し、ファッションやレスト
ラン、家電量販店はもちろんシネマコンプレック
スなど約330店舗からなる大型商業施設。2Fルー
ファ広場では多彩な音楽イベントなども開催。

ラゾーナ川崎プラザ

住

交

☎044-874-8000（受付時間10:00～18:00）

JR川崎駅西口直結

川崎市幸区堀川町72-1

駐約2,000台（有料）

時【専門店】10:00～21:00 【飲食店】11:00～23:00
【ダイニング･セレクション】10:00～22:00 
※一部店舗によって異なります〈休／不定休〉

Ｈhttp://www.lazona-kawasaki.com/

住

Ｈ

☎044-922-4731
料入館料無料 プラネタリウム観覧料一般400円、高校生・大学生・
65歳以上 200円、中学生以下・市内在住65歳以上無料

川崎市多摩区枡形7-1-2

交小田急線向ヶ丘遊園駅南口徒歩15分、ＪＲ南武線登戸駅徒歩25分

http://www.nature-kawasaki.jp/

住

交

☎0570-055-245（9:30～18:00）
料大人・大学生 1,000円、高校・中学生 700円、
子ども（4歳以上） 500円  ※3歳以下は無料

小田急線・JR南武線登戸駅より川崎市バス直行便約10分、
小田急線向ヶ丘遊園駅より徒歩16分、JR南武線宿河原駅より徒歩15分

川崎市多摩区長尾2-8-1

時日時指定による予約制。10:00～18:00〈休／火曜・年末年始）〉
Ｈhttp://fujiko-museum.com

住 ☎044-900-9898
料企画展によって異なります（常設展のみ開催時は一般500円、
高校生・大学生・65歳以上300円、中学生以下無料）

交小田急線向ヶ丘遊園駅南口下車徒歩17分

川崎市多摩区枡形7-1-5（生田緑地内）

時9:30～17:00（入館は16:30まで）〈休／月曜（祝日は除く）・祝日の翌日
（土・日曜は除く）、年末年始（他に臨時休館日あり）〉

時9:30～17:00〈休／月曜（祝日は開館）・祝日の翌日（土・日曜・祝日は開館）、年末年始（他に臨時休館あり）〉

Ｈwww.taromuseum.jp/

F

　「ドラえもん」などの藤子作品にワク
ワクした幼い頃の気持ちがよみがえる！

川崎市 藤子・F・不二雄
ミュージアム

A
　川崎の自然や天文、科学に関する展示や体験
学習事業を行っている博物館です。館内には最新
鋭のメガスターⅢフュージョンによる世界最高水
準の星空投影を行うプラネタリウムがあります。

かわさき宙と緑の科学館B
　川崎市ゆかりの芸術家、岡本太郎から寄
贈された美術作品・資料のコレクションのほ
か、両親の岡本かの子、一平の芸術や近現代
美術についての収集、展示を行っています。

川崎市岡本太郎美術館C

東北方面
東北自動車道、首都高速、東名高速

東名川崎
IC関西方面

名神高速、東名高速

電
車
で

東京駅
JR東海道線

JR
川崎駅

約18分

羽田空港
国内線ターミナル駅 京急川崎駅

京急空港線

約16分

武蔵小杉駅
東急東横線（特急）

約12分

品川駅
JR東海道線

約9分

成田空港

渋谷駅 溝の口駅
東急田園都市線（急行）

約13分
渋谷駅

武蔵小杉駅
JR湘南新宿ライン

約16分
渋谷駅 登戸駅

小田急小田原線（急行）

約19分
新宿駅

東京駅
JR特急成田エクスプレス

約65分

JR東海道線

約18分

住所 電話番号 料金 ホームページ 営業時間 アクセス☎住 料 Ｈ 時 交

川崎市経済労働局産業振興部観光プロモーション推進課　〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2川崎フロンティアビル10階　TEL.044-200-2327
川崎商工会議所 企画広報部　〒210-0007  神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2川崎フロンティアビル3階　TEL.044-211-4112
一般社団法人 川崎市観光協会　〒212-0013  神奈川県川崎市幸区堀川町66-20川崎市産業振興会館8階　TEL.044-544-8229
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。（承認番号 平25情使、第72-GISMAP32343号） 制作：（株）エイエイピー

そら

東京
羽田空港

横浜

山梨県

ⓒFujiko-Pro

向ヶ丘遊園駅

ACCESS

A

DF

BC E



産業観光って？
　産業観光（さんぎょうかんこう）とは、その地域特有の産業が描く

壮大な観光資源。遺構や文化財はもちろん現在もなお

生み出されている産業製品の工場や工程を見学することで

ものづくりの心に触れ、見聞を拓く観光の総称です。

　世界に誇る日本製品の生産現場から、熟練の匠が生み出す伝統美、

近代化を物語る産業遺産も、食も、自然との共生も

その全てを産業観光は包含し、私たちに豊かな未来を示唆してくれます。

特に川崎市は京浜工業地帯の中心であり、ものづくりの街。

一歩踏み出せばそこに、産業の息吹を感じられる都市空間が広がっています。 ものづくりの街「川崎」
多角的な産業観光が楽しめるのは川崎という都市ならではの魅力。

　日本でも有数の産業都市として発展して来た川崎市には臨海部から内陸部まで、国際的にも知
名度の高い企業・工場や先鋭的な研究所が点在します。営業種目も多角的で、鉄鋼や化学、電機、情
報通信、食品、科学技術等の多種多様な企業が集積し、同時に生産活動を支えるエネルギー関連の
先進的なプラントも存在します。環境面では、京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区
の中心地、川崎臨海部・殿町3丁目地区（キング スカイフロント）にライフサイエンス・環境分野にお
ける世界最高水準の研究機関が結集、新産業を創出する「国際戦略拠点」の形成が進んでいます。

HANEDA

京浜工業地帯の中心となる
広大な工場地帯

川崎産業観光
KAWASAKI

ライフサイエンス・環境分野に
おける国際戦略拠点

エネルギー開発の
先進的エリア

国際空港や貿易港からなる
世界への窓口高度な生産技術の集結
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館内見学の流れ

東芝の歩み1
創業者ゆかりの品々や日本初の電気・
電子技術の歴史を。からくり人形のデ
モンストレーションも見られるかも。

エネルギーの未来2
環境にやさしい発電方法や再利用法を
楽しく学ぼう。回転運動や化学反応な
どを使って実際に発電も体験できる。

ビルや家の未来3
エネルギーの効率的な使い方などを
考えるブースです。パネルにタッチし
たりステップして楽しみながらエネ
ルギーを学ぼう!

ヘルスケア、情報の未来4
マシンに乗り込み、自由にナノの世界
を移動。ナノライダーでお友だちとい
ざ、対決だ!

サイエンスゾーン5
サイエンスステージやリニアモーター
カーの原理、静電気発生装置などで
科学と未来の不思議を体感しよう!

味の素KK 川崎工場見学 編（所要時間90分）
見て、聞いて、香って、
味わって、触れて
五感でうま味
体験を楽しむ。
　1階に、味の素グループの歴史や、
うま味調味料「味の素®」の製造方
法やバイオサイクルのジオラマ、原料
の展示、4面スクリーンを使ったシア
ター、「アジパンダ®」ショップがあり
ます。
　2階には封入体験をする部屋や、う
ま味を体験するうま味ホール、
「Cook Do®」コースでも使用する
キッチンスタジオがあります。

2015年5月に、新設された「味の素グループうま味体験館」。うま味
などについて楽しく体験しながら学べる施設です。

工場見学の
POINT

工場見学の流れ

「味の素」瓶封入体験5
工場と同じクリーンな環境でMy「アジパンダ」
瓶を作ります。瓶は記念品として持ち帰れます。

試食5
「ほんだし」おにぎりを試食。簡単でおいしい
レシピも紹介します。

川崎の見学施設特集

東芝未来科学館 編（所要時間60～90分）
東芝未来科学館で
未来を体感する。
JR川崎駅西口徒歩1分。かつて、東
京電気株式会社（東芝の前身）の本社
川崎工場があった源流のような土地
に誕生した東芝未来科学館は、東芝
のあゆみを振り返るヒストリーゾーン
や子供たちが科学技術とふれあえる
サイエンスゾーン、最新技術のフュー
チャーゾーンからなるミュージアム。生
活を、そして未来を支える技術を楽し
く学びましょう。

アミューズメント展示では獲得ポイントをランキング表示。何度来て
も楽しい、大人でも夢中になる多彩なゲームが揃っています。

見学の
POINT

※決まった順路はありませんので
　お好きな順で自由にご観覧ください。

「味の素」見学コース

「ほんだし」見学コース

シアター見学1
うま味のある暮らしのあゆみを360度の迫力
満点の映像で体感します。

製造工程とバイオサイクル
ジオラマを見学2

「味の素」ができるまでの工程などをジオラマ
で紹介します。

「アジパンダ」バスで工場内へ3
「アジパンダ」のラッピングのされたバスで移動

包装工場見学4
商品が包装される工程を見学できます。

シアター見学1
うま味のある暮らしのあゆみを360度の迫力
満点の映像で体感します。

「アジパンダ」のラッピングのされたバスで移動
「アジパンダ」バスで工場内へ2

「ほんだし」工場見学3
「ほんだし」が製造化される過程を粉砕から造
粒・包装まで見学できます。

かつお節削り体験4
本格的な削り体験を体感、食の魅力を体感します。

昼
夜

昼と夜では全く違う表情を見せる川崎産業観光の魅力と見所。
川崎産業観光の面白さと美しさを知るお二人の達人にお話をおうかがいし、昼も夜も見逃せない川崎ならではの魅力に迫ってみました。

川崎産業観光ガイド  髙橋一氏
Profile

HAJIME TAKAHASHI

横浜市民ながら40年間川崎市に勤
務。自宅と勤務先との往復だった
が、川崎大師の表参道にある日本料
理店「恵の本」の名物女将の話に惹
かれ、川崎の土地柄に興味を持つ。

川崎育ち。日中はOLとして勤務しな
がら、毎月2回ボランティアガイドと
して川崎の工場夜景ツアーのナビ
ゲーターを務める。春夏秋冬それぞ
れの魅力を熱く語る。

川崎工場夜景ナビゲーター  内山 慶子氏
Profile

KEIKO UCHIYAMA

　川崎の歴史を伝える昔話は、どれも魅力的で、どうして40年も
勤務していて気づかなかったのだろうと後悔しました。川崎産業
観光検定試験に合格しガイドになるまで、研修や講座を通じてど
んどん川崎が好きになっていきました。川崎の産業観光のいちば
んの魅力は、新しい先端技術の積み重ね。技術大国・日本の中に
あっても常に時代の先端を歩んでいるところ。1900年代初頭以
降、重化学工業を中心に生じた課題を環境技術で克服し、いまも
なお、我が国の産業技術をリードしています。私個人は時代を感
じさせる重厚長大なプラントが好みで、例えばJFEスチール（東
日本製鉄所）の幅広い帯で流れゆく鉄のかたまりに、日本の産業
を引っ張る源の力を感じますし、エコタウン構想の三栄レギュ
レーターやリチウムイオン電池のエリーパワーなど数え上げたら
きりがありません。川崎はまた北に山、南に海を有す土地柄から
さまざまな景観の醍醐味を楽しめます。今まで気がつかなかった
川崎の顔に触れていただければ何よりです。

　初めて見る夜景の美しさには、いつも歓声が上がります。ツ
アー参加者には女性も多く、皆さんは工場群というよりも、夜景
としてご覧になっているようです。いちばんのお薦めはやはり東
亜石油の重質油熱分解装置、いわゆるフレキシコーカー装置で
す。見る角度によってカゴを背負ったウサギに見えたり、コックさ
んのように見えたりします。夜を見たら是非昼間の姿も見てほし
いですね。一帯で生成しているのは私たちの生活に必要なもの、
そんな側面もお伝えしたいと考えています。夜景の美しさは四季
によっても違います。夏は暮れそうで暮れない薄暮、冬はもうも
うと立ち上る水蒸気。また意外と知られていませんが、この辺り
は灯りの光量が少ないせいでしょうか、星空がとてもキレイで
す。沖をゆく船や夜空を滑空する飛行機、明滅するタワーやブ
リッジの灯り。波打ち際で潮騒を聴きながら見るこうした工場夜
景は、自然と人工物が融合してそれはそれは美しい世界です。是
非一度と言わず何度でもお越しいただきたいと思います。
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　東亜石油はガソリン、灯油、軽油の精製そして発電が主な業
務です。中でも見学の際にぜひ見ていただきたいのは、まるで
近未来を思わせる外観で、夜景としても人気の高い重油分解装
置。これは世界に5基、日本には1基しかない希少なものです。ま
た当日は概要説明の後、約1時間をかけて石油精製設備やタン
クローリー車の出荷設備なども見学いただけます。

　地球温暖化、再生可能エネルギー、資源循環の3つのテーマ
を中心に、見て・聞いて・さわって楽しく学べる体験型の環境学
習施設です。また、隣接する浮島太陽光発電所や資源化処理施
設をめぐるガイドツアーも行っており、特に展望スペースから一
望できる浮島太陽光発電所の全景と対岸の羽田空港に次々と
離発着する飛行機の組み合わせは必見です。

かわさきエコ暮らし未来館

6

☎044-223-8869住川崎区浮島町509-1
料無料 所要時間 1～２時間程度 Ｈhttp://eco-miraikan.jp/
人１名～
日9:00～16:30(入場は16:00まで)
〈休／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日）、年末年始〉

交JR川崎駅より臨港バス浮島バスターミナル行き、
浮島バスターミナル下車徒歩約10分

東亜石油（株）京浜製油所

5

　市民発、市民出資の廃食用油からの資源循環実践モデル事
業。学校や一般家庭などから廃食用油を回収し、リサイクル石け
ん「きなりっこ」やバイオディーゼル燃料を製造販売していま
す。「きなりっこ」石けんは小学校の給食の現場で食器洗いに使
用され域内資源循環が広がっています。「きなりっこ」ができる
までの製造ラインと燃料製造機を見学いただけます。

特定非営利活動法人 川崎市民石けんプラント

8

☎044-276-0739住川崎区塩浜2-21-3
料3,000円（1～10名） 人数により金額が変わります。

Ｈhttp://kinarikko.kazekusa.jp 人1～30名
日営業時間：9：00～17：00
見学可能時間：10：00～16：00〈休／土･日・祭日、夏休み、年末年始休みあり〉

交JR川崎駅より臨港バス塩浜二丁目行き、大師高校前下車徒歩約5分

所要時間 1時間から1時間半程度

　プール・浴槽用FRP製循環ろ過装置が当社の主力製品。見学
する本社ビルはCASBEE川崎の最高ランクSを取得した環境
に配慮した設備です。見学では人感/調光センサーのLED照明
や太陽光発電、風力発電、水力発電、雨水利用システムや制作現
場をご覧いただけます。中でもショールームの当社製品、大型ろ
過装置はぜひご覧いただきたいお薦めポイントです。

（株）ショウエイ

7

3

☎044-589-1601住幸区新川崎2-6
料無料
Ｈhttp://www.shoei-roka.co.jp/ 人10～60名
日9：00～17：00※業務状況により受け入れをお断りする場合がございます。
〈休／土・日〉

交JR横須賀線新川崎駅より徒歩約10分

所要時間 2時間程度 ※体験の対象は小学生以下

☎044-280-0600住川崎区水江町3-1 料無料
Ｈhttp://www.toaoil.co.jp/ 人10～50名
日14：00～16：00〈休／土・日・祝祭日・社定休日〉
交JR川崎駅より臨港バス水江町行き、またはエリーパワー行き、
東亜石油前下車すぐ

所要時間 2時間程度

平成２９年６月に自然の恵みを活かした「川崎の水循環」をコン
セプトとして未来を担う子どもたちや市民、国内外の水道事業者
等に向けて、メッセージを発信する新たな施設が開場しました。
本施設の目玉でもある、超大型のプロジェクションマッピングに
よる「川崎の水循環」のダイナミックな演出を、是非ご覧ください。

水とかがやく未来館

1 2

☎044-911-1966住多摩区三田5-1-1（長沢浄水場内）
料無料
Ｈhttp://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000088773.html
人1～40名（午前・午後で各1組）
日午前9：00～12：00のうち2時間程度  午後13：00～16：00のうち2時間程度
［受付］8：30～16：30〈休／火・土・日・祝祭日・年末年始〉

交小田急線向ヶ丘遊園駅北口1番乗り場より【向11】あざみ野駅行、
または【向12】聖マリアンナ医科大学行き、浄水場入口下車徒歩約１０分

所要時間 2時間程度

所要時間 90分程度

　クレハ環境は様々な種類の廃棄物を適正に処理し、省エネ・
リサイクルに取り組む企業です。見学では廃棄物の受け入れか
ら、焼却の際に発生する熱を利用した発電設備、焼却後の残さ
の処理までの各工程をご覧いただけます。クレーン室や投入ス
テージ、破砕機や中央管制室、灰ピットや医療廃棄物投入コン
ベア等、身近な廃棄物がどのように処理されるかを学べます。

（株）クレハ環境

4

☎044-280-3810住川崎区千鳥町6-1
料無料
Ｈhttp://www.kurekan.co.jp/
人数名～50名
日9：00～16：30〈休／土・日・祝祭日、年末年始〉
交JR川崎駅より市バス市営埠頭行き、東電前下車すぐ 尚、弊社には構内ご案内用のバスがありません。徒歩でのご案内では限られたエリアのご見学と

なります。できれば、ご見学者様が貸切バスでおいで頂けますと、構内全域をご案内できます。

　昭和電工の中で、基礎化学品、特殊化学品や産業ガス、半導
体向け高純度ガスなどを製造する事業所。見学では日本最大級
のケミカルリサイクル施設をご覧いただけます。使用済みプラ
スチックの破砕成形からアンモニア原料化に至るまでの工程を
ＤＶＤでご紹介したのち、破砕成形設備、ガス化設備をご見学い
ただきます。見学者にはマスコットの「けぴあ」人形を進呈。

昭和電工（株）川崎事業所

☎044-322-6979住川崎区扇町5-1
料無料
Ｈhttp://www.sdk.co.jp/kpr/tour/index.html
人個人見学 1名～、団体5~40名、個人見学は随時
日平日の①10:30～②13:30～〈休／土・日・祝日・お盆・GW・年末年始〉
交JR川崎駅より臨港バス三井埠頭行き、JXTGエネルギー
川崎事業所前下車徒歩約5分

所要時間 各1.5時間程度

　当地は環境負荷の最小化の実現を目指す工業団地です。エコ
タウン会館で川崎エコタウンの概要をご説明した後、団地内企
業をご見学いただけます。特に難再生古紙を100％原料にトイ
レットペーパーを生産する世界初のゼロ・エミッション製紙工
場が注目です。また、2時間ほどの見学では、各企業が廃棄物を
可能な限り減らし、分別・再生利用や燃料として有効活用する取
り組みをご紹介します。

川崎ゼロ・エミッション工業団地

☎044-200-2313住川崎区水江町6-6
料無料
Ｈhttp://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000033413.html
人5～15名程度 日9:00～17：00〈休／土・日・祝日〉
交JR川崎駅より市バスまたは臨港バス水江町行き、
水江町下車徒歩約3分

所要時間 約120分程度

環境・
エネルギー

食品・
生活

生産
技術

交通・
港湾・物流

科学・
工芸

産業
遺産

京浜工業地帯の中心となる川崎は、あらゆるものづくりを推進する街。
広大なスケールに点在する多種多様な産業観光。
さあ、目的や好みにあわせ、みなさまを驚きと感動の世界へとお連れ致します。

ニーズに合わせ多種多様な産業観光へ。

環境・エネルギー
川崎産業観光の大きな魅力のひとつ。エネルギー開発の先端

技術から歴史、そして幅広い環境活動までを学ぶことができます。
食品・生活
私たちの生活にかかせない、そして最もなじみ深い商品の

生成と安全管理。環境への取り組みまでをご覧いただけます。
生産技術
金属加工業をはじめとした迫力満点の工場見学は生産活動

の裏側や高い品質・技術、環境への配慮などを体感できます。
交通・湾港・物流
日本の大動脈として、陸路はもちろん、海や空へと広がる

トランスポートの未来。ダイナミックな輸送をご覧ください。
科学・工芸
研究機関や施設が数多く立地している川崎市は「国際的イノ

ベーション都市」。工芸品と合わせ奥深い川崎の魅力を実感。
産業遺産
　古くから、川崎に根付いた産業の姿を伝えるものが今も
残っています。
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　東急線の旧型車両やバスの展示、HOゲージの模型が走る「パノ
ラマシアター」、お子さまでも運転ができる「東横線CGシミュレー
ター」、プロ仕様の「8090系シミュレーター」、Nゲージの模型レンタ
ルもある「Nゲージパーク」、キッズワールドには鉄道系博物館では
初の親子が並んで操作できる「キッズシミュレーター」や「プラレー
ルパーク」があり、大人の方からお子さままで楽しめる博物館です。

電車とバスの博物館

18

高速道路の歴史や仕組み、建設などが学べる施設。見学では
案内ガイドと一緒に高速道路のジオラマや大画面シアターでの
映像上映、最新の技術を導入した「川崎道路管制センター」の見
学が（天候が良ければ東名東京料金所を一望する屋上も）可能
です。中でも、高速道路を1/150スケールでリアルに再現した、
全長10mの巨大なジオラマは必見。

NEXCO中日本 コミュニケーション・プラザ川崎

19

　当法人は研究開発や産業支援を行なう神奈川県の試験研究機
関です。日本のオリジナル技術である光触媒について、その技術を
応用した製品や原理を説明するデモ機などの展示を常時行ってお
り、光触媒の効果を実際に見ることができます。見学で中庭に設
置したテント生地をご覧いただければ光触媒の有無がはっきりと
汚れの差になってあらわれているのがわかっていただけます。

（地独）神奈川県立産業技術総合研究所 KSPテクノプラザ「光触媒ミュージアム」

21

2016年8月に「ミツトヨ測定博物館」としてリニューアル
オープン致しました。1934年創業以来のミツトヨの会社歴史
を紹介する「沼田記念館」と世界の精密測定機器のルーツとそ
の変遷を紹介する「測定機器館」で構成された精密測定の歴
史が学べるユニークな博物館です。近代の「日本のものづく
り」を根底から支えた工作機械・精密機器の歩みを物語る近
代化産業遺産群が多く展示されており、地域活性化に役立つ、
近代化産業遺産として経済産業省より認定されています。

ミツトヨ測定博物館（沼田記念館・測定機器館）

22

東宝のスタジオで永年培われてきたスタジオ建設のノウハウ
が生かされ、プロの使用にも対応できる撮影スタジオとなりま
す。スタジオ内の設備も、安全のために電動昇降式の照明バト
ンを設置し、スタジオ内に毎時50ミリの雨降らしにも対応でき
る排水溝を設け、グリーンバックや暗幕などを吊っての撮影も可
能で、プロユースの設備がなされています。

日本映画大学白山キャンパス・映画撮影スタジオ（今村昌平記念スタジオ）

23

　「プラスチック光ファイバー」「超複屈折フィルム」「ハプ
ティクス（力覚・触覚情報）」など現在複数のプロジェクト
が活動中です。オープンセミナー等への参加がお薦め。

慶應義塾大学 新川崎タウンキャンパス

20

　高性能鋼板の厚鋼板、薄板の製造を行なっています。見学で
は原料受け入れから出荷まで一直線に配備された合理的なレ
イアウトと最新設備を兼ね備えた扇島をご案内します。車窓よ
り原料バース、溶鉱炉、出荷バースを見学。厚板工場は徒歩でご
覧いただけます。見学ルートは約70分、質疑の時間も15分ほど
ありますので、心ゆくまで製鉄の魅力をお楽しみください。

JFEスチール東日本製鉄所（京浜地区）

13

　ICT（情報通信技術）の力によって、人にやさしい豊かな社会
を目指しています。現在、研究・開発拠点であり製造ラインはあ
りません。「富士通テクノロジーホール」では1960年製造のリ
レー式自動計算機の稼働デモ、最先端技術の製品・サービス・
世界トップクラスのスーパーコンピュータを含め、技術の歴史や
最新ソリューションの見学及びデモを体験いただけます。

富士通（株）川崎工場

15

　日本経済新聞の印刷、発行を行っています。当日の見学は写
真撮影、事前説明の後、その日の夕刊の印刷工程がご覧いただ
ける工場内の見学ができます。中でも高速で運転する輪転機は
圧巻、ぜひご覧ください。また見学参加者の皆様には「見学記念
新聞」をプレゼント。想い出深い一日を紙面にした特別な新聞
をおみやげとしてお持ち帰りいただいています。

（株）日経東京製作センター川崎工場

16

　小向地区に50年以上あった東芝科学館が2014年に川崎駅
前に移転。私たちの暮らしを支える様々な技術の歴史や最先端
技術をご体感いただけます。東芝の歩みを振り返るヒストリー
ゾーンや科学技術と出会うサイエンスゾーン、最新の技術を紹
介するフューチャーゾーンには6つの体験型展示があります。楽
しみながら科学を学びませんか。

東芝未来科学館

14

　タワー棟10階の展望室からは地上51m、360°のパノラマ
ビューがご覧いただけます。また川崎港紹介映画「川丸くんと行
く!みなと探検ツアー」等の上映や、世界最大級のホオジロザメの
はく製展示（迫力満点）など川崎マリエンは見所もいっぱい。東
扇島中公園への散策も。また川丸くんTシャツやぬいぐるみ、サ
メの歯ストラップなどオリジナルグッズの販売も好評です。

川崎マリエン（川崎市港湾振興会館）

17

☎044-951-2511（担当：芦澤）住麻生区万福寺1-16-30
料無料
Ｈhttp://www.eiga.ac.jp/about/campus.html 人10~20名

人団体20名以上要予約

日春季・夏季休暇中の期間（本学の授業、実習、行事に支障をきたさない日）
平日は10：00 ~16：00、土曜日は10：00～12：00<休/日・祝>

交小田急線新百合ヶ丘駅下車・新百合ヶ丘駅南口からバス
（③⑥⑦番乗り場）5分「日本映画大学」前下車

所要時間 40分程度

30年間にわたり日本冶金工業の主力機械として使われた
歯車。

プラネタリー熱間圧延機歯車モニュメント

26

住川崎区富士見2-1富士見公園内

「芸術・文化のまち麻生」の中心、新百合ヶ丘駅に近く、文化的
に恵まれた場所にあります。学内にはオペラ劇場「テアトロ・
ジーリオ・ショウワ（写真）」をはじめ、ユリホール、レコーディン
グやオーケストラ・バレエのスタジオ等、音楽を学ぶ上で魅力的
な施設が充実。年間100本を超える演奏会や講座等、人々が集
い、交流できるプログラムを多数用意しています。

昭和音楽大学・昭和音楽大学短期大学部

24

☎0120-86-6606住麻生区上麻生1-11-1

Ｈhttp://www.tosei-showa-music.ac.jp/
人個人見学は中高生のみ可、団体見学は要事前問い合わせ
日平日 9：00～17：00
交小田急線「新百合ヶ丘」駅南口徒歩4分

ミュージアムのシンボルモニュメントとして中庭にあるトー
マス転炉は、1937年から1957年まで日本鋼管株式会社（現在
JFEスチール）で活躍し、日本の近代化に大きな役割を果たしま
した。

トーマス転炉

25

☎044-754-4500（市民ミュージアム）
住中原区等々力1-2（市民ミュージアム中庭）

所要時間 1～2時間 ☎044-580-1580
住幸区新川崎7-1

Ｈhttp://www.k2.keio.ac.jp/
日平日9:00～17:00
交（1）JR横須賀線新川崎駅より徒歩約10分
（2）JR南武線鹿島田駅より徒歩約15分

☎044-866-8730住宮前区南平台1-1
料無料
Ｈhttp://www.c-nexco.co.jp/corporate/prkan/kawasaki.html 人～40名
日10：00～17：00〈休／年末年始〉
※施設のメンテナンス等により、見学をお受けできない場合があります。
※高速道路上での災害・事故など緊急事態発生時は、道路管制センターのご見学をお受けできない場合があります。

交ＪＲ武蔵溝ノ口駅・東急田園都市線溝の口駅から市バス宮前平駅行き
白幡八幡前下車徒歩約２分

所要時間 1時間20分程度

☎044-814-5096住高津区坂戸3-2-1 KSP西棟1階ロビー
料無料
Ｈhttps://www.kanagawa-iri.jp/r_and_d/project_res/h_museum/
人～20名程度 ※20名を超える場合は要予約。
日平日のみ10：00～17：00〈休／土・日・祝日、年末年始〉
交東急田園都市線溝の口駅またはJR南武線武蔵溝ノ口駅より徒歩約15分
午前10時以降KSPシャトルバス（直通）利用可

所要時間 30分程度（一連の説明を行った場合）

料無料 所要時間 50分程度
☎044-287-6000住川崎区東扇島38-1

料無料
Ｈhttp://www.kawasakiport.or.jp/
人なし
日9：00～21：00（受付は8：45～20：00）〈休／12/29～1/3〉
交JR川崎駅より市バス東扇島循環、川崎マリエン前下車すぐ

料おとな：200円・3歳以上中学生まで：100円 
団体割引（平日限定要予約20名以上）

☎044-861-6787住宮前区宮崎2-10-12

Ｈhttp://www.tokyu.co.jp/museum-2/
日営業時間：10：00～16：30（入館は16時まで）
〈休／木曜日・年末年始（12/29～1/3） ※木曜日が祝日の場合は翌日〉

交東急田園都市線宮崎台駅直結

所要時間 1時間程度
☎044-549-2200
住幸区堀川町72-34 スマートコミュニティセンター（ラゾーナ川崎東芝ビル）2階

料無料 ※イベントは一部有料
Ｈhttp://toshiba-mirai-kagakukan.jp

人指定なし ※20名以上の団体および、英語・中国語での案内は要予約
日火～金 閉館時間：10：00～17：30、土・日・祝日 閉館時間：10：00～18：00
〈休／月曜（祝日の場合開館し、翌火曜休館）、その他東芝未来科学館の定める日〉

交JR川崎駅西口より徒歩約1分、または京急川崎駅から徒歩約7分

所要時間 13:15～1時間半程度
☎044-820-3018住高津区久地3-16-12

料無料
Ｈhttp://www.nikkei-tokyo-seisaku.co.jp/
人5～72名（5名未満のお客様はお断りしています。）
※営利目的の申し込みはお断りします。

日見学開始：13：15～／電話問合せ：10：00～17：00〈休／土・日曜・祝日、年末年始〉
交JR南武線久地駅より徒歩約15分

所要時間 1時間程度
住中原区上小田中4-1-1
料無料
Ｈhttp://jp.fujitsu.com/facilities/kawasaki/exhibition/
人5～30名 ※申し込みはWeb予約。
小・中・高（引率者要）、市役所・商工会議所・観光協会の仲介団体のみ

日9:30～17:00〈休／土・日・祝日〉
交JR南武線武蔵中原駅より徒歩約5分

所要時間 各２時間程度
☎044-322-1115住川崎区扇島1-1

料無料
Ｈhttp://www.jfe-steel.co.jp/works/east/index.html
人10～200名 ※小・中・高生を対象に、参加団体がバスを手配し、お客様からの直接申し込み
日9:30～12:00、13:30～16:00〈休／土・日・祝日〉
交車：首都高大師インター下車約30分

☎044-813-8204住高津区坂戸1-20-1 料無料
Ｈhttp://www.mitutoyo.co.jp/corporate/hall/

人～30名 ※事前、予約要 日10：00～16：00〈休／土・日・祝・会社休日〉
交JR南武線武蔵溝ノ口駅または東急田園都市線溝の口駅より徒歩約12分

所要時間 1時間半程度

※感染症や食中毒など健康危機事象への対処時は、所内の見学をお断りすることがあります。

　当研究所は、食品や水、家庭用品等の安全性の確認を行う理化
学部門、感染症や食中毒等の原因究明を行う微生物部門、感染症
情報の解析や情報発信を行う感染症情報センター等により「市民
の健康を守る」をキーワードに、公衆衛生に関わる試験検査・調査
研究・情報発信・研修指導を行っています。

川崎市健康安全研究所

12

☎044-276-8250
住川崎区殿町3-25-13 川崎生命科学・環境研究センター（LiSE）2階

料無料
Ｈhttp://www.city.kawasaki.jp/350/soshiki/8-11-0-0-0.html
人10名程度 ※人数が多い場合などは御相談ください。
日8:30～17:15（12:00～13:00を除く）〈休／土・日・祝、年末年始〉
交京急大師線小島新田駅から徒歩約15分

所要時間 30分～1時間程度

交JR川崎駅から市・臨港バス5分教育文化会館前下車1分
交JR南武線武蔵小杉駅から市営バス市民ミュージアム下車徒歩2分

　1909年にうま味調味料「味の素®」が発売され、1914年に操
業を開始した川崎工場は2014年に100周年を迎えました。う
ま味やアミノ酸について科学的な情報を、楽しい体験を交えな
がらわかりやすく発信しています。川崎工場では和風だしの素
「ほんだし®」、合わせ調味料の「Cook Do®」を作っています。

10

　日本国内カップスープのNo.1ブランド「クノールカップスー
プ」の主力工場です。自動化された高速包装ラインは必見。生産
品種は日によっても異なりますが、「クノールカップスープ」の3
袋入りや8袋入りの小袋充填包装ラインを見学者通路からご覧
いただけます。当日は試食や売店でのお買物、また、おみやげも
ご用意しております。

クノール食品（株） 川崎事業所

11

☎044-811-3195住高津区下野毛2-12-1
料無料
Ｈ工場見学HP：http://www.knorr.co.jp/tour/kawasaki/
人10～50名の団体様
日9：00～16：00〈休／土・日・祝日・会社休業日、12月20日～1月15日〉
交東急田園都市線溝の口駅（または高津駅）、JR南武線武蔵溝ノ口駅より
バス15分、下野毛または宮内西下車徒歩数分

所要時間 90分程度

　川崎市環境総合研究所では、市内の大気の常時監視・成分分
析や、河川などの水質分析を行い、市民のために環境課題を解
決する研究を進めています。また、国内外の都市や研究機関、優
れた環境技術を有する市内企業などと連携し、川崎のフィール
ドを活かした環境の総合的な研究に取組んでいます。アーカイ
ブスペースでは、最新の環境技術情報などをご覧いただけます。

川崎市環境総合研究所

☎044-276-9001
住川崎区殿町3-25-13 川崎生命科学・環境研究センター（LiSE）３階

料無料
Ｈhttp://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-3-8-0-0-0-0-0-0-0.html
人10名程度 ※人数が多い場合などは御相談ください。
日8:30～17:15（12:00～13:00を除く　 休／土・日・祝、年末年始）
交京急大師線小島新田駅から徒歩約15分

所要時間 1時間程度

9

味の素KK 川崎工場見学

☎0120-003-476（8:30～16:30日曜祝日・年末年始を除く）
住川崎区鈴木町3-4

料無料
Ｈhttps://www.ajinomoto.co.jp/kfb/kengaku/
人個人は（10名以下）WEB予約のみ。団体（11名以上）は電話予約のみ。
日見学時間　9：30～15：30（休/日、祝日及び工場メンテナンス作業日）
交京急大師線鈴木町駅より徒歩約1分

所要時間 90分程度
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交JR川崎駅東口17番・18番出口より臨港バス大師行き、
または三井埠頭行き、四ツ角下車徒歩約5分

　約40～50種類の和洋中の創作料理が楽しめ
るビュッフェレストラン。旬の食材を使ったヘル
シーな料理を中心に期間限定メニューも登場。
本格石窯で焼き上げる熱々ピザが人気です。

三尺三寸箸 ラゾーナ川崎プラザ店

Menu

　期間毎に替わるフェアでは、オードブルか
らスイーツまでバラエティ豊かな料理が並び
ます。出来立てを味わえるシェフ実演コー
ナーや、ディナーの野菜コーナーも人気。

川崎日航ホテル カフェレストラン「ナトゥーラ」

Menu
ランチ／大人2,200円、ディナー／大人3,800円（税込・サ込）
※土日祝は400円増　※特別期間は料金が異なります。

Menu
カフェのテラスで快適手ぶらBBQ／フリードリンクプラン（基本食材＋飲み放題2時間）6,458円（税込）
※事前予約制（最終受付3日前の19：00まで）　※ご予約は4名様より承ります

　安くて美味しい中華料理。落ち着いた雰囲
気の中で豊富なメニューをご賞味。タンメン
や広東麺、四川麻婆豆腐、餃子、シュウマイ、
野菜炒めなどが人気料理です。

成喜

Menu
餃子／350円（税別）

　老舗の味、餃子は店一番の売れ筋。多い時
には一日に800個出ます。売り切れ前にご
来店ください。お店は楽しいお客様であふれ
るアットホームな雰囲気が魅力です。

餃子 太陸

Menu
タワー硬焼きそば／800円（税別）

高温の石窯で一気に焼き上げるピッツァや
豪快なお肉料理、季節感のある日替わりメ
ニューなど絶品料理が楽しめます。ワインも
お手頃なものから豊富に取り揃えています。

窯焼きピッツァとお肉料理の店 BOCCA
　川崎大師表参道に寛文年間（創業350年）
より江戸前料理の店を開業。名物・蛤（はまぐ
り）なべや江戸前の魚介類を使った寿司、天
ぷら、鰻、穴子などが絶品のお店。

恵の本

Menu
江戸前穴子重／2,300円（税込）

　大師参拝のお客様に愛されて百余年、ど
なたでも気軽に味わえる美味しいおそばを
提供しています。店主はソムリエ有資格者、
店内でワインもお出ししています。

川崎大師 松月庵

Menu
天ぷらそば／1,180円（税別）

美味しいものめぐりも産業観光にかかせないポイント
交通アクセスにも優れ、様々な文化が行き交う川崎には美食グルメも自然と集まって来ます。
老舗の味はもちろん、国境を越えて美味しいものが集う川崎は、食もパラダイス感、満載。

　陽光のガーデンテラスやダイニング・リビ
ングをイメージしたスタイリッシュな店内で
ゆったり食事を楽しめます。少人数から大人
数まで多様なパーティにも対応可。

ARIA.C（アリアッチ）

Menu
エビとマッシュルームのオイル煮／990円（税別）

I J K L

　広い店内、創業40余年かわらぬ味、そして
和牛国産牛へのこだわりなど魅力もいっぱ
い。また焼肉専門店でありながら、豊富な料
理メニューも人気の秘密です。

焼肉レストラン 東天閣

Menu
壺カルビ／1,500円（税別）

　明るく落ち着いた店内には家族連れやビ
ジネスマンの姿も。いちばんのお薦めは濃厚
なモミダレ焼肉。また各種お肉はもちろん韓
国料理や美味しいお酒にも自信あり。

焼肉レストラン 西の屋

Menu
カルビステーキ／ 1,380円（税抜）

　銀座過門香の姉妹店。本格中華を味わい、豊富なドリン
クで楽しい一時を！モダンな店内と高い天井の開放感が
更なる贅沢な一時を演出。人気メニューの四川麻婆豆腐、
四川坦々麺、季節ごとに楽しめる旬メニューもお薦めです。

石庫門 川崎ダイス店

Menu
四川麻婆豆腐／850円（税込）

　川崎大師山門前にお店を構え、天保より
続く大師の名物「久寿餅」。小麦のでんぷん
で作ったモチッとした食感のお餅は黒みつ
ときなこの香ばしいバランスが最高です。

川崎大師山門前 住吉

住川崎区大師町4-47
Ｈhttp://www.kuzumochi.com/
人36席
時8:30～17:00〈休／無〉
交京急大師線川崎大師駅より徒歩約7分 駐無

044-288-4437☎ 住川崎区駅前本町8 ダイスビル7Ｆ
Ｈhttp://www.sekkomon.jp/shop/ 人130席・130名
時11:00～23:30（L.O.22:30）〈休／無〉
交ＪＲ川崎駅より徒歩約5分、京急川崎駅より徒歩約2分 駐有

044-221-0618☎ 住川崎区浜町4-17-24
Ｈhttp://www.nishino-ya.co.jp/ 人130席・130名
時11:00～24:00（L.O.23:30）※ランチ11:00～14:00（日・祝除く）〈休／不定休〉
交JR川崎駅東口17番・18番出口より臨港バス大師行き、

または三井埠頭行き、四ツ角下車徒歩約5分
駐有

044-344-0672☎ 住川崎区浜町4-12-5
Ｈhttp://www.totenkaku.co.jp/
人200席・200名 時11:00～24:00〈休／不定休〉

駐有

 044-355-1234 ☎

住川崎区小川町1-18 ラチッタデッラ ビバーチェ棟Ｃ101
Ｈhttp://r.gnavi.co.jp/g254274
人120席（立食時：160名収容可能）
時11:00～23:00〈休／無休〉
交ＪＲ川崎駅より徒歩約2分、京急川崎駅より徒歩約4分 駐無

050-5841-0438☎ 住川崎区大師町4-37
Ｈhttp://www.shogetsuan.com/ 人140席（1F、2F含む）
時10:30～17:00（月・火・水）、
10:30～20:00（祭日を含む）〈休／無休〉

交京急川崎大師駅より徒歩約8分 表参道前 駐無

044-266-0458 ☎ 住川崎区大師本町9-12
Ｈhttp://kaya-design.wix.com/ryoutei-enomoto 人200名
時平日11:00～15:00、17:00～21:00／日・祭日11:00～19:00〈休／木曜〉
交京急川崎大師駅より徒歩約3分、
東門前駅より徒歩約5分

駐有

044-288-2294☎

住川崎区東田町1-12
人30席・30名
時11:00～14:00（土曜日12:00～）、
17:00～23:00（金、土曜日翌2:00まで）〈休／日・祝日〉

交ＪＲ川崎駅・京急川崎駅より徒歩約7分 駐無

044-222-7484☎ 住川崎区小川町2-11
Ｈhttp://www.naruki-kawasaki.com/
人1Ｆ40名・2Ｆ27名（67名）
時11:00～21:30（L.O.20:50）〈休／無休（年末年始は除く）〉
交ＪＲ川崎駅東口より徒歩約5分 駐無

044-244-4888☎ 住川崎区日進町1
Ｈhttp://www.kawasaki-nikko-hotel.com/ 人122席
時ランチ／11:30～14:00（土日祝は15:00まで）、
ディナー／18:00～22:00（土日祝は17:30open）〈休／無休〉

交JR川崎駅東口より徒歩約1分、京急川崎駅より徒歩約5分 駐有

044-221-2134☎ 住幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4Ｆ
Ｈhttps://www.kakiyasuhonten.co.jp/ 人121席
時〈平日〉ランチ11:00～17:00（L.O.17:00、80分制）／ディナー17:00～23:00 （L.O.22:00、100分制）

〈土日祝〉ランチ10:45～17:00（L.O.17:00、90分制）／ディナー17:00～23:00（L.O.22:00、120分制）
〈休／ラゾーナ川崎プラザ店に準ずる〉

交JR川崎駅西口直結、京急川崎駅より徒歩約7分 駐有

044-520-8208 ☎

Menu
お土産 久寿餅2枚入り／750円（税込）

A B C D

E F G H

Menu

住所 電話番号 ホームページ 総席数・収容人員 営業時間 アクセス☎住 Ｈ 人 時 交 駐車場駐
※平成29年11月時点での情報です。

ランチ／大人1,700円、ディナー／大人2,680円（税込）
※土日祝および特別期間は料金が異なります。

和牛ランプのグリル／2,480円（税別）
住川崎区駅前本町26-2（川崎アゼリア）

Ｈhttp://beat-itn.com/bocca/
人46席（立食時：60名収容可能）
時11:00～23:00（LO：22：00）〈休／無休〉
交JR川崎駅、京急川崎駅より徒歩約3分 駐有

044-589-7759☎

絶品の山芋を堪能できる山芋料理専門店。
こだわって選び抜かれた山芋は、健康によく
やさしい味わいです。ここでしか味わうことの
できない山芋料理をぜひお楽しみください。

山芋の多い料理店 川崎
　気のおけない仲間と火を囲むような雰囲
気で、本格グリル料理や選べるタパス、ラテ
ンなメニューと会話を楽しむカフェです。週
替わりのランチメニューも好評。

THE CAMP CAFE&GRILL
日本酒にこだわりを持つ本格的な蕎麦割烹。

日本酒は約200種銘柄を取りそろえる川崎随
一の品揃えです。石臼でひいたお蕎麦や、京料
理出身の板前による本格和食が堪能できます。

蕎麦の実 川崎チネチッタ通り店

Menu
【限定】料理長オススメ 旬の味を味わうコース／8,000円（税別）

　卵の素材にこだわり、さらに「ふわとろ」の
食感にもこだわった、特製ソースと絡めてお
いしいオムライス専門店！本格フレンチスタ
イルのミルクセーキと一緒にどうぞ。

ふわとろオムライス デリッシュ・ウフ

Menu
洋食屋さんのデミグラスソース／890円（税別）

住幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ4F
Ｈhttp://www.giraud.co.jp/delish-oeuf/
人30席・30名
時11:00～23:00〈休／ラゾーナ川崎プラザに準ずる〉
交JR川崎駅西口直結、京急川崎駅より徒歩約7分 駐有

044-874-8485☎ 住川崎区小川町2-1 美須ビル1F
Ｈhttps://sobanomi.gorp.jp/ 人12席・12名
時ランチ 11:00～14:00（土日祝は～17:00）
ディナー 17:00～翌5:00（L.O.翌4:00）〈休／無休〉

交JR川崎駅より徒歩約4分、京急川崎駅より徒歩約5分 駐無

044-223-3811☎ 住川崎区小川町1-26
Ｈhttp://thecamp.jp/ 人100席・122名
時11:00～23:00〈休／無休〉
交JR川崎駅より徒歩約5分、
京急川崎駅より徒歩約8分

駐有

044-221-0255☎

M N O P

Menu
自然薯とろろ鍋／1人前1,680円（税別） ※2人前～

住川崎区砂子2-10-7 ルリエ川崎１F
Ｈhttps://tororo.owst.jp/ 人55席
時11:30～14:00、17:00～23:30／日曜祝日は22:30まで
（料理L.O. 23:00／日曜祝日は22:00まで）<休／不定休>

交JR川崎駅、京急川崎駅より徒歩約5分 駐無

044-201-8687☎

お食事をされた方に「サービス久寿餅」をご提供！

JR川崎駅バスターミナルより、臨港バス「川22」「川23」で「四ツ角」下車
または市バス「川13」で「大島四ツ角」下車。約5分。

川崎コリアタウン

交通アクセス

おいしい焼肉、韓国料理なら本場の味が楽しめるコリアタウン。
いろんな国の人々が生きる街。異国の食文化さえ容易に根づき、大きく開花する街、川崎。
中でも韓国食文化は長い年月ここで育まれ、川崎ならではの絶品グルメとして完成しました。

　川崎区浜町3丁目、4丁目の通称「セメント通り」を中心に、およ
そ30軒近い焼肉屋と香辛料などの韓国食材店が軒を連ねる一帯
を「コリアタウン」と呼び、地元の人達に愛されています。大正期か
ら戦時中にかけて当地に移り住んだ人々が多く居住し、発展して
来た地域で、手軽な価格で本場の焼肉や韓国料理が味わえるグル
メスポットとしても人気を集めています。
　毎年4月に開催される「かわさきアジアン・フェスタ」では、コリ
アタウンとその周辺の焼肉店で「コリアタウン焼肉フェスタ」も開
催され、大勢のお客様で賑わいます。
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川崎駅周辺 魅力の飲食店ご案内 本パンフレット提示して、ステキな特典を楽しもう！ 　のマークが目印！
※条件については各飲食店の特典情報をご覧ください。　■有効期限：2019年1月31日（木）まで ご飲食10%割引！ ※他の割引およびクーポンとの併用不可。

日本酒50ml飲み比べセット各2万円相当→8,000円！
（種類：磯自慢大吟醸Nobilmente・獺祭磨き3割9分・十四代 純米大吟醸※欠品変更の場合あり）デザート1品サービス！ ※700円ご利用につき1品。 ※1グループ様有効。 お食事をされた方にワンドリンクサービス！

お食事をされた方は、スパークリングワインボトル2,800円→1,800円！
またはワンドリンクサービス！




