
のりおりくん提携施設デジタルスタンプラリースタンプスポット３９施設一覧
•デジタルスタンプの獲得には、対象施設での商品等の購入や飲食の利用など施設利用する必要があります。対象施設を利用せず、デジタルスタンプ獲得のためだけの来訪はご遠慮ください。 

•対象施設の休業日や営業時間は変更等になる場合がありますので、最新の営業時間は各施設のホームページや各施設の電話等でご確認ください。 

スポット名 カテゴリ 郵便番号 住所 電話番号 スタンプ取得可能時間

イルキャンティ・ビーチェ 飲食店 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-20-3 0466-26-0234 11：00～21：30

イルキャンティ・カフェ 飲食店 〒251-0036 神奈川県藤沢市江の島2-4-15 0466-86-7758 11：00～20：00

リストランテ アマルフィイ 飲食店 〒 248-0026 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-4-8 0467-39-1151
店舗営業時間内
※お会計時にお声がけください。

アマルフィイ・デラセーラ 飲食店 〒 248-0026 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-5-10 0467-32-2001
店舗営業時間内
※お会計時にお声がけください。

鵠沼パスタダイナー　SPOON 飲食店 〒 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-1-15　塩野ビル2階 0466-27-1313 店舗営業時間内

こまち市場 風凛 飲食店 〒 248-0006 神奈川県鎌倉市小町1-1-1 CIAL鎌倉 2F 0467-24-7971
店舗営業時間内
※お会計時にお声がけください。

カプリチョーザ江の島店 飲食店 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-17-27 大安興業ビル1Ｆ 0466-55-1911 店舗営業時間内

鎌倉観光会館 味亭 飲食店 〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷3-1-3(高徳院、大仏前） 0467-23-5700
要予約　電話にてご予約下さい。お昼のみの営業
となります。

そば処 川邊（かわべ） 飲食店 〒248-0033 神奈川県鎌倉市腰越2-5-9 0467-31-0358
店舗営業時間内
※施設ホームページで営業時間をご確認くださ
い。

鮨処 旬時季－いまどき－ 飲食店 〒 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-3-1 パール2ビルB1 0466-27-0971 店舗営業時間内

DIEGO BY THE RIVER 飲食店 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-13-8 0466-63-7711 店舗営業時間内

アマルフィイ ドルチェ 飲食店 〒 248-0026 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-3-14 0467-38-1911
店舗営業時間内
※お会計時にお声がけください。

アマルフィイ カフェ 飲食店 〒 248-0026 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-3-14 3F 0467-53-8801
店舗営業時間内
※お会計時にお声がけください。

Goodman Coffee 飲食店 〒 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬4-10-20 0466-53-9343 店舗営業時間内

江の島アイランドスパ 観覧・体験・土産品 〒251-0036 神奈川県藤沢市江の島2-1-6 0466-29-0688 7：00～21：00

季節料理　あら珠 飲食店 〒 248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-8-23 0467-39-6221
店舗営業時間内
※お会計時にお声がけください。

鎌倉かつ亭　あら珠　総本店 飲食店 〒 248-0006 神奈川県鎌倉市小町1-5-24 0467-53-7131
店舗営業時間内
※お会計時にお声がけください。

Cafe Luonto 飲食店 〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷2-11-21 0467-53-8417 店舗営業時間内

ホテル法華クラブ湘南藤沢 宿泊 〒 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-6-1 0466-27-6101 24時間営業（ご宿泊の方のみ）

第一イン湘南 宿泊 〒 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂1-4-14 0466-36-4411 24時間営業（ご宿泊の方のみ）

EN HOTEL Fujisawa 宿泊 〒 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢12-9 0466-28-8000 11:00～21:00（ご宿泊の方のみ）

相鉄フレッサイン藤沢駅南口 宿泊 〒 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢22-17 0466-99-0203 5時～24時（ご宿泊の方のみ）

鎌倉長谷寺 観覧・体験・土産品 〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷 3-11-2 0467-22-6300 8:00〜16:30（閉山17:00）

鎌倉市川喜多映画記念館 観覧・体験・土産品 〒 248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下2-2-12 0467-23-2500
9：00-17：00（入館は16：30まで）休館
日:12/5、13～17、19、26、12/29～1/3、
1/10、16、23、30

鎌倉宮 観覧・体験・土産品 〒 248-0002 神奈川県鎌倉市二階堂154 0467-22-0318
9：00～16：00
※社務所開所時間

北鎌倉　葉祥明美術館 観覧・体験・土産品 〒 247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内318-4 0467-24-4860
10:00〜17:00
※ 最終入館は閉館30分前。
※ 12月30日〜1月2日は16:00閉館

鎌倉文学館 観覧・体験・土産品 〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷1丁目5-3 0467-23-3911
施設営業時間内
※年末年始休館
12月24日（土）～1月3日（火）

鎌倉市鏑木清方記念美術館 観覧・体験・土産品 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目5-25 0467-23-6405 午前9時～午後5時(入館は午後4時30分まで)

鎌倉オルゴール堂 観覧・体験・土産品 〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷3丁目10番33号 0467-61-1885 施設営業時間内

鎌倉プリンスホテル 宿泊 〒 248-0025 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18  0467-32-1111 （営業時間内）

Trawl（トロール） 宿泊 〒248-0033 神奈川県鎌倉市腰越３丁目27-16 080-6898-1122 （宿泊者の方お申し出ください）

体験工房はせ陶　 観覧・体験・土産品 〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷2-13-46 0467-40-5972 店舗営業時間内

足つぼ　ＮＡＤＩＡ 観覧・体験・土産品 〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷２-１４-１４　booth６-Ｃ なし 不定休のためfacebookでご確認ください

jujuTakeshi　originalshop　LuaLuz 観覧・体験・土産品 〒 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町２丁目１５番地 0467-73-8086
お休みや営業時間の変更はジュジュタケシホーム
ページをご確認ください

LONCAFE 江の島本店 飲食店 〒251-0036
神奈川県藤沢市江の島2-3-38 サムエルコッキング
苑内ロンカフェ

0466-28-3636 店舗営業時間内

パティスリーチモト＋輪心 飲食店 〒 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町2-15 0467-22-9082 店舗営業時間内

Dahliacyan 観覧・体験・土産品 〒 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜２−６−１８　1F 0467-84-7292
店舗営業時間内
※定休日は毎週水曜日と第２木曜日、年末年始
（12/28～1/4）

広島お好み焼き おっこんゆきちゃん 飲食店 〒248-0033 神奈川県鎌倉市腰越 2-12-19 0467-38-5131 店舗営業時間内

清光園 飲食店 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-23 0466-22-2697 店舗営業時間内


