
1 

 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆地域 市町名：沼津市 

企画タイトル：沼津御用邸記念公園 東附属邸 食事プラン（昼食・夕食） 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）※R あり  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

年間 166 万人が訪れる「沼津港」から車で 10 分。 

食事ができる皇室関連施設は全国的にも珍しく、静かな空間で落ち着いて食事ができます。 

昭和天皇の学問所であった東附属邸にて食事をしませんか。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 バス降車後、東附属邸へ移動し（徒歩 3 分）、食事開始 

【設定日及び時間】 4 月 1 日から 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 

【所要時間】 60 分から 90 分 

【開催場所（集合場所）】 沼津御用邸記念公園 東附属邸 

【所在地】 沼津市下香貫島郷 2802-1 

【販売価格】 1,000 円（税別）から ※予算に応じて対応します 

【販売手数料】 10％ 

【旅行会社特典】 販売手数料のみ  

【手仕舞日】 実施日の 1 ヶ月前に申込締切（それ以降は要相談） 

【最少催行人員】 10 名 

【定員】 44 名（イス席） 

【交通アクセス】 

貸切バス利用 

 沼津ＩＣもしくは長泉沼津ＩＣから約 30 分 

 沼津駅周辺ホテルから約 10 分 

【問合せ】 沼津御用邸記念公園 所長 木所 電話 055-931-0005 

【設定可能期間】  通年 

 

 

 

伊豆・駿河湾の恵み特別仕立て 

 

 

夕食時 イメージ動画 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町村：熱海市 

企画タイトル名： 熱海の夜景と花火を楽しむ 『花火観覧クルーズ』  

個人向け ・ 団体向け 旅行会社特典 （ あり・ なし ）  

  

【内容】 

熱海海上花火大会にあわせて実施する花火観覧クルーズ。 

キラキラと輝く熱海の夜景をバックにした迫力ある花火大会をお楽しみくだ

さい。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

１９：３０熱海港集合・乗船 

１９：５０～２０：２０出港・遊覧 

２０：２０～２０：４５花火観覧 

２１：００熱海港帰港・下船 

【DC 期間中の設定日 

及び時間】 

４月１８日（土）・２９日（水祝）・５月９日（土）・６月１４日（日）・２７日（土） 

集合１９：３０～２１：００下船 

【設定日以外の催行可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能   

【所要時間】 集合から下船まで約９０分間（うち花火打上げは２５分間） 

【開催場所（集合場所）】 熱海港集合 

【所在地】 熱海市和田浜南町６－１１ 

【販売価格】 大人２，０００円／名、小学生１，０００円／名（飲み物付き） 

【販売手数料】 １０％ ＝ 大人２００円、小学生１００円 

【AGT 特典】  

【手仕舞日】 
開催日１週間前（前回は全ての開催日でほぼ定員となる人気商品なので、

特に団体は出来るだけ早くお願いしたい） 

【最少催行人員】 大人２名 

【定員】 ２５０名／回 

【交通アクセス】 JR 熱海駅より熱海港・後楽園行きバス熱海港バス停下車すぐ 

【問合せ】 一般社団法人熱海市観光協会 電話０５５７－８５－２２２２ 

【設定可能期間】   ４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年    

 

 

 

 

 

 

 

船上から見る夜景と花火大会 

 

 

 

 

 

夜景と船上のイルミネーションも美しい 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：美伊豆 市町村：熱海市 

企画タイトル：熱海の歴史を散策 ガイド付き  『ブラアタミ』  

個人向け ・ 団体向け 旅行会社特典 （ あり・ なし ）  

  

【内容】 
NHK 番組「ブラタモリ」で紹介された熱海の歴史にまつわる名所をガイドさ

んが丁寧な説明を交えながら巡ります。 

【DC 期間中の設定日 

及び時間】 
４月～６月毎日 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

熱海駅前（家康の湯・軽便鉄道） →商店街（熱海プリン） →人車鉄道 → 

丹那トンネル（来宮排水地） →市役所 →大湯間欠泉 →湯前神社 → 

七湯温泉（小沢の湯） →貫一お宮の像・サンビーチ →古屋旅館特別拝

観 （黒澤映画『影武者』で使用された門・御汲湯図・沢庵和尚版画他） 

【設定日以外の催行可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  

【所要時間】 150 分 10:00～12:30 

【開催場所（集合場所）】 JR 熱海駅 

【所在地】 熱海市東海岸町 他 

【販売価格】 1,500 円（お土産付き） 

【販売手数料】 10％ ＝ 150 円 

【AGT 特典】  

【手仕舞日】 ３日前（相談可能） 

【最少催行人員】 4 名（2 名可、但し要相談） 

【定員】 20 名／回 

【交通アクセス】 JR 熱海駅から出発 

【問合せ】 
熱海まち歩きガイドの会 植松代表 

090-6122-1951 

【設定可能期間】   ４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年    

 

 

貫一・お宮の像 

  

軽便鉄道 熱海七湯（小沢の湯） 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：熱海市 

企画タイトル：湯めまちをどり「華の舞」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

昭和 29 年位に建てられた熱海芸妓見番歌舞練場は、熱海に根付いた芸妓文化を継承する場であ

り、熱海芸妓衆が厳しい稽古を積んでおり、毎週土日には「湯めまちをどり華の舞」が開催され、気軽

に芸妓衆の舞を見ることができ、公演後は熱海芸妓との会話や記念撮影も楽しめます。 

アフターDC 期間中は、下記日程において、公演時間を特別に追加し実施します。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【設定日及び時間】 

毎週土日 11：00～11：30 

下記日程においては、特別公演実施 

4/4（土） 5/2（土）・16（土） 6/6（土）・20（土） 11:00～、13:30～の２回公演 

5/4（月） 11:00～ 特別公演実施 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 公演時間 約 30 分 

【開催場所（集合場所）】 熱海芸妓見番歌舞練場 

【所在地】 熱海市中央町 17-13 

【販売価格】 大人(中学生以上)1500 円 ※お子様無料。 

【販売手数料】 1 団体 25 名様以上 1 人に付 100 円 

【旅行会社特典】 ※現在手数料無しのものをこの期間に限り上記内容の手数料をお支払いします。 

【手仕舞日】 10 人以上の増減は 2 週間前とし、最終手仕舞いは 3 日前とします。 

【最少催行人員】 25 名 

【定員】 150 名 

【交通アクセス】 JR 熱海駅より東海バス「清水町バス停」下車徒歩 1 分） 

【問合せ】 
熱海芸妓置屋連合組合・事務局・担当:刀禰(ﾄﾈ) 

所在地:熱海市中央町 17-13 電話番号:0557-81-3575       

【設定可能期間】  ※７月～９月も公演時間を追加し実施予定 

 

 

画像キャプション 

  

画像キャプション 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：三島市 

企画タイトル：伊豆にもお遍路があるんです！ 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

江戸時代から続く由緒正しい伊豆八十八ヵ所霊場。伊豆の中心である伊豆市に１番札所札所があ

り、北上し三島から熱海に抜け、東海岸に沿って下田まで南下し、南伊豆から西伊豆に行き、最後の

結願の寺は、あの修禅寺が八十八番札所として旅の終わりを告げます。 

伊豆の海の幸、山の幸。風光明媚と温泉、歴史と文化を同時に楽しめ、総工程 444km の壮大なスケ

ールの観光資源です。シリーズもののツアーや、インバウンドも期待できる優良コンテンツです。 

最近では、JR 東海の「さわやかウォーキング」と連携し、ウォーキングイベントとして楽しんでいただい

ています。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 お客様により異なる 

【設定日及び時間】 4/1～6/30   

【設定日以外の受入可

否】 
不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】  

【開催場所（集合場所）】  

【所在地】  

【販売価格】  

【販売手数料】 無し 

【旅行会社特典】 無し 

【手仕舞日】  

【最少催行人員】  

【定員】  

【交通アクセス】  

【問合せ】 三島市観光協会・三島市一番町 2-29・055-971-5000     

【設定可能期間】  （例：通年・○月～○月など） 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：三島市 

企画タイトル：天下をめざせ！源頼朝ゆかりの三社詣 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

【内容】 

源頼朝にまつわる「三嶋大社」「箱根神社」「伊豆山神社」の３社を奉拝し、特別朱印帖に印を授かり、

満願成就を祈願。（特別朱印帖提示で、三嶋大社宝物館 500 円⇒300 円。箱根神社宝物館 500 円⇒

350 円へ割引） 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

3 つの神社へは、路線バス等を利用して向っていただきます。例えば三島スタート･熱海ゴールの場合・・・ 

9：30 三島駅⇒（徒歩）⇒9：45 三嶋大社⇒10：19 三嶋大社前バス停（東海バス）⇒11：08 元箱根港バス停⇒（徒

歩）⇒11：20 箱根神社⇒（徒歩）⇒13：00 元箱根バス停（伊豆箱根バス）⇒14：05 熱海駅⇒14：15 熱海駅バス乗

り場（東海バス）⇒14：23 伊豆山神社⇒15：07 伊豆山神社バス停（東海バス）⇒15：15 熱海駅 

【設定日及び時間】 4/1～6/30  各日 9：30～16：00 

【設定日以外の受入可

否】 
不 可  ・  相談可能                                 

【所要時間】 約 6 時間 

【開催場所（集合場所）】 三嶋大社・箱根神社・伊豆山神社 

【所在地】 
三嶋大社：三島市大宮町２丁目１−５、箱根神社：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根８０−１、

伊豆山神社：熱海市伊豆山７０８−１ 

【販売価格】 特別朱印帖 200 円   （三島観光案内所、三嶋大社等で販売） 

【販売手数料】 無し 

【旅行会社特典】 特別朱印帖 200 円（一般売り）が、150 円で購入可能  

【手仕舞日】 無し 

【最少催行人員】 1 名 

【定員】 無し 

【交通アクセス】  

【問合せ】 三島市観光協会・三島市一番町 2-29・055-971-5000       

【設定可能期間】  通年 

伊豆国一宮 三嶋大社 

ご朱印帖を片手に、神社めぐりの旅スタート！ 

箱根神社              伊豆山神社 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：三島市 

企画タイトル：地元ガイドと巡る「日本百名城『山中城』探訪ツアー」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

箱根山の中腹に位置する山中城は後北条氏が築城した山城。城郭は残っていませんが、石を使わず

土だけで復元された山城は全国的にも珍しく、日本百名城へも認定されている。 

幾何学模様が美しい障子堀、岱崎出丸から望む富士山等、ここでしか見られない景色を楽しめます。 

探訪ツアーでは、地元ガイド（三島市ふるさとガイドの会）が、山中城の歴史や史跡の構造について、

また、季節の花や、富士山絶景スポット等をご案内します。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 旅行会社様との相談のうえ決定します 

【設定日及び時間】 4/1～6/30   

【設定日以外の受入可

否】 
不 可  ・  相談可能                                  

【所要時間】 90 分～150 分  

【開催場所（集合場所）】 山中城跡公園 

【所在地】 三島市山中新田 410-4 他 

【販売価格】 
ガイド 1 名につき 2,000 円（お客様１０名に対し、ガイドが 1 名つきます） 

※昼食をはさむ場合は、昼食代として 1,000 円 又はお客様と同じ昼食をご用意願います 

【販売手数料】 無し  

【旅行会社特典】 無し 

【手仕舞日】 
予約締切日：ツアー希望日の一ヶ月前まで 

参加人数確定日：ツアー希望日の一週間前まで 

【最少催行人員】 2 名 

【定員】 おおむね 100 名まで              

【交通アクセス】 ＪＲ三島駅より東海バスオレンジシャトル「山中城跡」下車徒歩 1 分 

【問合せ】 三島市ふるさとガイドの会・三島市一番町 2-29・055-981-7057     

【設定可能期間】  通年  

 

 

障子掘りと富士山 

  

ツツジ・アジサイなど四季折々の花を楽しめる 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊東市 

企画タイトル：伊東温泉浴衣レンタルスペース“ゆかたび” 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

“ゆかたび”では、来店いただくお客様に気軽に浴衣をフルセットでレンタルいたします！

伊東の街へ出て散策していただいたり、花火大会などのイベントに行っていただくのにぴっ

たりのプランです！ 

 スタンダード浴衣プランにはリーズナブルで可愛い、カッコいい浴衣がたくさん♪価格も他

の浴衣レンタルと比べてもかなりお得な設定となっています。 

 ブランド浴衣プランは、大人気浴衣ブランドの月影屋、SUPER SEVEN(スーパーセブン)の

ほか、女性に人気の高いアパレルブランドの浴衣を着て街歩きを楽しんでいただくプランで

す♪月影屋、SUPER SEVEN(スーパーセブン)では男女お揃いの柄もご用意できますよ！男

性の浴衣もカッコいいラインナップとなっています♪ 

他ではお試しいただくことができないブランドの浴衣を各種取り揃えています！！！ 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 ＪＲ伊東駅から徒歩 10 分 

【設定日及び時間】 

【予定】 

令和 2 年 6 月 1 日～9 月 30 日  

11：00～19：00（最終受付） 

※21：00 まで返却可能 

※毎月第 3 火曜日は定休日 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 男性約 20 分、女性約 30 分  

【開催場所（集合場所）】 伊東温泉観光・文化施設東海館内（菖蒲の間、蘭の間） 

【所在地】 伊東市東松原町 12-10 

【販売価格】 

【予定】 

・スタンダート浴衣プラン 2,000 円（税込） 

【女性】浴衣、帯、下駄（草履・ビーチサンダル）、巾着袋、下着類（肌襦袢・伊達締め・腰紐・

前板） 

【男性】浴衣、帯、下駄（草履・ビーチサンダル）、信玄袋、腰紐 

・ブランド浴衣プラン 3,000 円（税込） 

【女性】ブランド浴衣、帯、下駄（草履・ビーチサンダル）、巾着袋、下着類（肌襦袢・伊達締

め・腰紐・前板） 
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【男性】ブランド浴衣、帯、下駄（草履・ビーチサンダル）、信玄袋、腰紐 

・お子様プラン 1,000 円（税込） 

浴衣、帯、下駄（草履・ビーチサンダル）、腰紐 

・オプション 500 円（税込） 

ハットレンタル、伊東温泉オリジナル番傘レンタル 

・返却プラン 

宿泊施設で返却 500 円（税込）、翌日返却 1,000 円（税込） 

・着付けのみ 

大人 1,500 円（税込）、子供 500 円（税込） 

【販売手数料】 手数料 10％ 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】 
※団体の場合：参加人数確定日、個人の場合：旅行会社経由での予約締切日 

 

【最少催行人員】 なし 

【定員】 

なし 

※事前予約の場合は問合せ先までご連絡ください。団体のお客様については、人数の都合

上、お時間をずらしてご予約していただく場合がございます。 

※利用者が多い場合はお待ちしていただく場合がございます。 

【交通アクセス】 ＪＲ伊東駅から徒歩 10 分 

【問合せ】 
伊東市役所観光課 

電話 0557-36-0111（代表）       

【設定可能期間】  ６月～９月 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊東市 

企画タイトル：小室山公園つつじ祭り 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

35,000 平方メートルの広大な園内に、40 種類約 10 万本のつつじが赤い絨毯を敷いたよう

に咲き乱れます。 海抜 321ｍの小室山は、麓から山頂まで観光リフトが往復しております。

山頂には 360 度の大パノラマが広がり、展望デッキから眺める相模灘、伊豆七島の島々の

ほか、富士山を一望することができます。期間内に実施する様々なイベントや恐竜広場、ア

スレチック遊具は子供たちに大人気です！ 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【設定日及び時間】 令和 2 年 4 月 29 日～5 月 5 日 9:00～16:00 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 120 分 

【開催場所（集合場所）】 小室山公園 

【所在地】 伊東市川奈 1428（小室山レストハウス） 

【販売価格】 

【予定】 

施設内観覧は無料（臨時駐車場開放期間は 1 台 500 円） 

小室山観光リフト 大人（中学生以上） 往復 470 円（片道 240 円） 

            子供（4 歳以上） 往復 240 円（片道 120 円）  

【販売手数料】 なし 

【旅行会社特典】 なし  

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 なし 

【定員】 駐車台数 約２７０台 臨時駐車場 約２００台（観光バス・マイクロ可） 

【交通アクセス】 

伊豆急行線川奈駅 よりタクシー約 10 分、 徒歩約 25 分                    

JR 伊東駅より小室山リフト行き 「公園中央ト」バス停下車                     

※実施期間内は増発便あり（予定） 

【問合せ】 小室山観光リフト 0557-45-1444       

【設定可能期間】   

 

 

小室山公園つつじ園 

アスレチック遊具 

恐竜広場 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊東市 

企画タイトル：伊東温泉観光地引網 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

毎年恒例となっている『地引網体験』は、皆で楽しく声を掛け合いながら網を引っ張り、実際

に獲れた魚をその場でお裾分け、更には名物おじさんのお魚講座やみそ汁無料サービスも

あります。ぜひ、朝食前の市内散策の一環として気軽にお立ち寄り下さい。 

 雨天・荒天時は中止する場合がございます。 

 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 市内宿泊施設 → 徒歩  → 地引網体験 → 市内宿泊施設で朝食 

【設定日及び時間】 ５月・６月の毎週日曜日 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約３０分（受付：６時３０分頃 開始：６時４５分頃） 

【開催場所（集合場所）】 伊東オレンジビーチ中央に現地集合 

【所在地】 伊東市湯川 

【販売価格】 なし 

【販売手数料】 なし 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 なし 

【定員】 ５００名／回（各日１回） 

【交通アクセス】 ＪＲ伊東駅から徒歩５分 

【問合せ】 
（一社）伊東観光協会 

電話 ０５５７－３７－６１０５  

【設定可能期間】   
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊東市 

企画タイトル：さくらの里夜桜観賞会 
団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

さくらの里は、伊東市内から南へ 15km の大室山の山すそに 40,000 ㎡におよんで広がって

おります。園内には 40 種 1,500 本の桜が植栽されており、ソメイヨシノが満開になる時期に

合わせて夜桜観賞会を実施します。 

 昼間とは違った夜の幻想的な桜を見ることができますので、ぜひ足をお運びください。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【設定日及び時間】 
令和 2 年 3 月下旬から 4 月上旬 

※ソメイヨシノの開花状況により実施期間が前後する場合があります。 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 30 分 

【開催場所（集合場所）】 さくらの里 

【所在地】 伊東市富戸 1317-4 

【販売価格】 駐車場及び施設内見学は無料   

【販売手数料】 なし 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 なし 

【定員】 駐車台数 約 400 台（観光バス・マイクロ可） 

【交通アクセス】 

ＪＲ伊東駅より東海バス乗車、「シャボテン公園」下車 5 分 

伊豆急行伊豆高原駅より東海バス乗車「シャボテン公園」下車 5 分または「さくらの里」下車

すぐ、車で伊豆急行伊豆高原駅から約 12 分、 ＪＲ伊東駅から約 30 分 

【問合せ】 
伊東市役所観光課 

電話 ０５５７－３６－０１１１（代表）    

【設定可能期間】   
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊東市 

企画タイトル：伊東温泉 和菓子ラリーとガイド付きウォーク 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

【内容】 

昭和初期の建築様式をそのまま残す木造 3 階建の温泉旅館東海館。当時の職人たちが腕

を振るった自慢の建物は、桧や杉などの高級な木材をふんだんに用いた美しい和風建築で

す。 そして、伊東のもうひとつの魅力が「お菓子」、人口 1,000 人当たりの菓子店の数では

京都や金沢を上回る日本有数のお菓子の町です。そんな伊東のお菓子屋さんが建国した

伊東お菓子ぃ共和国、このツアーではお菓子ぃ共和国の加盟店を訪ね、各店自慢のお菓子

を楽しみます。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
 伊東観光協会案内所-伊東お菓子ぃ共和国加盟店訪問-松川岬-東海館見学 (約 60分）    

※お菓子屋は 3店舗訪問（実施日により訪問する店や和菓子のメニューが異なります。 

【設定日及び時間】 

【予定】 

令和 2 年 4 月１日～6 月 30 日（期間内の土・日曜日） 

・実施時間①10:00～12:00、②11:00～13：00、③12:00～14：00、④13：00～15：00  

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約２時間 

【開催場所（集合場所）】 伊東観光協会駅前案内所 

【所在地】 伊東市街地 

【販売価格】 2,000 円（ガイド料、和菓子代、東海館入館料及び館内喫茶代を含む） 

【販売手数料】 手数料（10％＝200 円含む） 

【旅行会社特典】 なし  

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 最低催行人数：2 名 (雨天決行） 

【定員】 なし（前日の 16 時までに伊東観光協会駅前案内所に電話で予約をお願いします） 

【交通アクセス】 JR伊東駅下車→徒歩 1分→伊東観光協会駅前案内所 

【問合せ】 
伊東観光協会駅前案内所 TEL０５５７－３７－６１０５ 

                  FAX０５５７－３７－６３００   

【設定可能期間】  通年 

 

パンフレット（2019 実施版） 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊東市 

企画タイトル：ほたる観賞会 
団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

 たくさんの緑と澄み切った水が調和している丸山公園と、広い湖畔のある松川湖には、共

にほたるの名所として知られ、毎年ほたる観賞会が開催されます。夕暮れ時から夜にかけ

て、数百匹ものゲンジボタルが飛び交い、幻想的な光を放ちます。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

【松川湖】 

ほたるの夕べ ほたる観賞会のための臨時バス（※予定） 

ＪＲ伊東駅→市内バス停数か所→松川湖バス停（奥野ダム）→伊東駅 

所用時間９０分、鑑賞時間４０分、バス乗車時間２０分（大人１，０００円・小人５００円） 

【設定日及び時間】 令和 2 年 6 月 5 日（金）～14 日（日） 19:30～21：00 ※予定 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 ３０分 

【開催場所（集合場所）】 【予定】松川湖・丸山公園 

【所在地】 松川湖/伊東市鎌田 1302－89  丸山公園/伊東市東松原 933－1 

【販売価格】 なし 

【販売手数料】 なし 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 なし 

【定員】 なし 

【交通アクセス】 
松川湖/JR 伊東駅より車で約 20 分 

丸山公園/JR 伊東駅より徒歩約 30 分、車で約 10 分 

【問合せ】 伊東市役所観光課 電話：０５５７－３６－０１１１（代表） 

【設定可能期間】   
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊東市 

企画タイトル：「2020 年春の企画展」 （仮） 
団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 
日頃の実演ではお見せしていない珍しい作品を実際に動かして、動きと姿と音楽（オルゴール）を楽し

んで戴く企画展です。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【設定日及び時間】 
2020年 3月 25日～4月 1日、4月 29日～5月 5 日 

10:15～ 12:00～ 13:45～ 15:15～ 

【設定日以外の受入可否】 不 可 ・ 相談可能 （企画展以外の実演は通年受け入れ可能です）                                 

【所要時間】 各回 約 30 分 

【開催場所（集合場所）】 野坂オートマタ美術館 

【所在地】 静岡県伊東市八幡野字株尻 1283-75 

【販売価格】 大人/1000 円 中高生/600 円 小学生以下無料                         

【販売手数料】  

【旅行会社特典】 入館料の 10％ (団体割引適用の場合はその 10％) 払い戻し     

【手仕舞日】 入館日の前日まで 

【最少催行人員】 2 名                 

【定員】 なし           

【交通アクセス】 伊豆高原駅よりシャボテン公園行バス 5 分-「高原中央」下車すぐ 

【問合せ】 
野坂オートマタ美術館/（株）野坂コレクション  衣川 

所在地・電話番号 伊東市八幡野株尻 1283-75  0557-55-1800       

【設定可能期間】  企画展の実演は上記の通り、 通常実演は通年あり 

 

 

 

 

「手紙を書くピエロ」 1900 年 ランベール作 

Tegamiwo ション 

 

 

「ジェシカおばさんのティータイム」20 世紀初 

ＪＡＦ社作 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊東市 

企画タイトル：ピカソ、ダリ、シャガールなど世界の巨匠たちの大作、秀作を満喫 

団体向け ・ （個人向け） 旅行会社特典 （ あり ・ （なし） ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

池田 20 世紀美術館は、伊豆の瞳、一碧湖のけやき通りにあり、ピカソ、ダリ、シャガールなど、世界の

巨匠たちの大作、秀作を常設展示しています。自然の美しさを堪能しながら、数々の名作とともに特

別なひとときを過ごしてみませんか。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【設定日及び時間】 
2020 年 4 月 1 日～6 月 30 日 9:00～17:00 

ただし休館日（水曜日）を除く。（4/29, 5/6 は開館） 

【設定日以外の受入可否】 （不 可） ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約 60 分 

【開催場所（集合場所）】 池田 20 世紀美術館 

【所在地】 静岡県伊東市十足 614 

【販売価格】 大人 900 円、高校生 630 円、小中学生 450 円／名  ※通常入館料より 1 割引の値段 

【販売手数料】  

【旅行会社特典】 なし                                        

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 なし 

【定員】 なし 

【交通アクセス】 
JR 伊東駅よりバス約 30 分。「池田美術館」下車徒歩すぐ 

伊豆急行伊豆高原駅よりバス約 20 分。「池田美術館」下車徒歩すぐ 

【問合せ】 
公益財団法人池田 20 世紀美術館 担当：松本由奈 静岡県伊東市十足 614 TEL：0557-45-2211 

 

【設定可能期間】  
2020 年 4 月 1 日～6 月 30 日 9:00～17:00 

ただし休館日（水曜日）を除く。（4/29, 5/6 は開館）   

 

 

 

美術館外観 

  

常設展示室 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊東市 

企画タイトル：｢国史跡 江戸城石垣石丁場跡｣ 洞ノ入石丁場跡を訪ねる 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

平成２８年３月１日に伊東市、熱海市、小田原市に所在する３つの石丁場が「江戸城石垣石丁場跡」として史蹟に 

指定されました。本企画はその一つである伊東市宇佐美の洞ノ入の石丁場跡を体験し、その歴史を 

紹介します。（高低差１５０Ｍ） 

ウォーキングの靴、服装、飲物等 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
ＪＲ宇佐美駅→御石公園→郷戸公園→徳川 18 代揮毫標石→毛利家石丁場 

→比波預天神社→ＪＲ宇佐美駅 

【設定日及び時間】 2020 年 4 月～6 月 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 ３時間（１８０分） （９時～１２時） 

【開催場所（集合場所）】 ＪＲ宇佐美駅 

【所在地】 伊東市宇佐美 

【販売価格】 大人５００円／１名 （小、中学生３００円／１名）        ※子供料金がある場合は記載してください。 

【販売手数料】 10%     

【旅行会社特典】  なし                                        

【手仕舞日】 

※団体の場合：参加人数確定日、個人の場合：旅行会社経由での予約締切日 

予約受付（開催日５日前まで）、催行条件を満たし次第、開催日を決定し通知します。 

雨天中止（判断：前日１２時） 

【最少催行人員】 ２名                        

【定員】 最大３０名／回                

【交通アクセス】 ＪＲ宇佐美駅 

【問合せ】 
伊東市自然歴史案内人会 

伊東市渚町２番４８号 ０５５７－４８－３５５０ 

【設定可能期間】  4 月～6 月 

 
画像キャプション 

 

 

画像キャプション 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆  市町名：伊東市 

企画タイトル：一碧湖ガイドウォーク～チョウジソウ群落と初夏の植物 

団体向け ・ 個人向け     旅行会社特典 （ あり ・ なし ）    

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

伊東八景の一つ､一碧湖の沼池と大池は 10 万年前に噴火した火口湖で、変化に富んだ風景と、植生

の豊さが魅力です。マユミ・コマユミ・ツリバナや絶滅危惧種のチョウジソウなどの花たち、ハナイカダ

の青い実、たくさんの植物に出会います。 

 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

駐車場→沼池(観察橋､吉田水門､木道､チョウジソウ群落､観光橋)→大池(芝生広場､十二連島、

紅葉広場､ブルーギル碑)→駐車場 (※周遊企画の場合、行程内の移動手段も記載してください。) 

 

【設定日及び時間】 
2020 年 5 月 7 日(木)～10 日(日) [受付 9:00～10:00／終了 12:00 予定] 

 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                  

【所要時間】 約 2 時間半  

【開催場所（集合場所）】 一碧湖市営駐車場集合(旧一碧湖美術館駐車場 一碧湖遊歩道口バス停前) 

【所在地】 伊東市(一碧湖)   

【販売価格】 大人 500 円/1 名(小中学生 300 円/1 名）            

【販売手数料】 １０％    

【旅行会社特典】                                      

【手仕舞日】 団体：予約を必要とします。(5 日前までに)。    個人：予約不要。 

【最少催行人員】 個人向け：２名             

【定員】 なし         

【交通アクセス】 
ＪＲ伊東駅より一碧湖経由シャボテン公園行き乗車し一碧湖遊歩道口バス停下車（徒歩 0 分） 

 

【問合せ】 
事業者名（団体名）・所属・担当者名：伊東自然歴史案内人会(松川湖・一碧湖部会部会長 鈴木幟) 

所在地・電話番号：伊東市渚町２－４８（観光番） ０５５７－３７－３５５０ 

【設定可能期間】  ５月上旬限定  

 

 

画像キャプション 

 

 

画像キャプション 

沼池 

ﾁｮｳｼﾞｿｳ 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊東市 

企画タイトル：“さくらを愛でて団子に食指“、”新緑を愛でて団子に食指“ 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 
 さくらを鑑賞しながらのウォーキングで、途中の甘味処でひと休み。新緑の中のウォーキングと途中

の甘味処でのひと休み。春の一日を楽しむ。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
伊豆急行線伊豆高原駅利用 大室山リフト集合 伊豆高原駅解散  

伊豆高原駅からシャボテン公園（大室山リフト）までの往路は定期バス利用 

【設定日及び時間】 
さくら鑑賞 4 月 1 日（水）開花状況により前後する場合有り 

新緑鑑賞 5 月 24 日（日）それ以降については 5 日前予約で催行   

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約 2 時間半 

【開催場所（集合場所）】 伊豆高原桜並木（伊豆急行線伊豆高原駅桜並木口受付、大室山リフト前集合） 

【所在地】 伊東市伊豆高原地区 

【販売価格】 
500 円 子供 300 円   

伊豆高原駅からシャボテン公園（大室山リフト）までのバス料金、甘味処は別途個人負担      

【販売手数料】 10％    

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】 団体の場合：催行日 5 日前  個人の場合：旅行会社経由での予約締切日 

【最少催行人員】 2 名                         

【定員】 50 名／回 

【交通アクセス】 伊豆急行伊豆高原駅桜並木口集合 バスシャボテン公園行終点下車 

【問合せ】 伊東自然歴史案内人会 城ケ崎・大室山部会 0557-37-3550 

【設定可能期間】  3 月下旬～6 月 

 

 

 

（イメージです） 

花？ 団子？   どちらも！！ 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊東市 

企画タイトル：伊東別荘物語 今は昔伊東に多くの別荘ありけり      
団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

【内容】 

・大正から昭和の初め、伊東には多くの有名人の別荘があり、別荘文化が花開いていました。 

・伊東別荘の魁（さきがけ）となった北里柴三郎別荘の痕跡を訪ね、幽かな名残香に往時をしのぶ。 

・伊東に東郷別荘あり 91 年。東郷平八郎元帥はなぜ伊東に別荘を？その経緯を探る！ 

―（旧東郷家別邸として令和初の国の登録有形文化財に内定しました（正式登録は 11 月の予定）― 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

 （受付） JR 伊東駅（10：00 スタート）→松川沿い別荘群（北里柴三郎【野間清治】・若槻禮次郎【何れ

も地内には入れない】）→朝日町八幡神社界隈（瓜生外吉・繁子夫妻・山本悌二郎）→伊東東郷記念

館（旧東郷別荘） →  館内解散（12：30） 

【設定日及び時間】 
2020 年 4 月～6 月の土曜日・日曜日・祝日（要 5 日前予約）                                   

※小雨決行（雨天の場合東郷記念館でのスライド等によるご案内に変更可能です）                    

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                  

【所要時間】 2 時間 30 分（１０：００～１２：３０）    

【開催場所（集合場所）】 JR 伊東駅 

【所在地】 伊東東郷記念館（伊東市渚町３－８） 

【販売価格】 500 円【案内料】（別途施設入館料 150 円） 中学生以下無料 

【販売手数料】 10％     

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】 催行 5 日前 

【最少催行人員】 最低催行人数：2 名 

【定員】 25 名まで（毎回）    

【交通アクセス】 JR 伊東駅集合  解散：伊東東郷記念館➡JR 伊東駅まで徒歩 15 分 

【問合せ】 
伊東自然歴史案内人会  東郷記念館部会・担当米村（090-6482-7969） 

伊東市渚町２－４８  0557-37-3550   

【設定可能期間】  4 月～6 月（通年でも相談に応じます） 

 

 

往時の写真：北里柴三郎別荘（右）と野間別荘 

：今は野間自由幼稚園として名残香のみが漂う 

（後の野間別荘）往時の写真 

  

 

築 91 年：昔の姿で現存する東郷別荘 

～2019 年 7 月に国の登録有形文化財に内定～ 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：下田市 

蓮台寺しだれ桃の里祭り 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

【内容】 
蓮台寺しだれ桃の里 

約 300 本の白・桃・紅のしだれ花桃が一斉に咲き誇り山里ののどかな春を演出します。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 蓮台寺駅→徒歩 20 分→しだれ桃の里 

【設定日及び時間】 
４月１日（水）～８日（水）  

 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約 60 分 

【開催場所（集合場所）】 静岡県下田市蓮台寺 

【所在地】 同上 

【販売価格】 無料 

【販売手数料】 ― 

【旅行会社特典】 ―  

【手仕舞日】 ― 

【最少催行人員】 なし 

【定員】 なし 

【交通アクセス】 

伊豆急行線蓮台寺駅より徒歩１５分 

伊豆急下田駅から蓮台寺方面行きバス天神下バス停下車（所要時間 20 分） 

※駐車場 乗用車 40 台（300 円） バス 5 台（2,000 円） 

    バスの駐車については事前予約お願いいたします。 

【問合せ】 下田市観光協会 ℡：0558-22-1531 

【設定可能期間】  ４月 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：下田市 

あじさい祭プライムタイムデーあじさいテラスカフェ 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

【内容】 

日本一の株数を誇る下田あじさい祭は、６月１日～３０日。朝の清々しい空気の中、

朝露に濡れて艶やかに咲く紫陽花はオススメです。期間中毎週土日の７時半～１６

時には、開国広場から 250m 坂上に“あじさいテラスカフェ”が OPEN します。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
下田公園入口集合 ⇒ あじさいを見ながら、あじさいテラスカフェへ ⇒  

あじさい群生地を通り公園入口まで散策をして解散 

【設定日及び時間】 
６月１日（月）～６月３０日（火）の土曜日・日曜日 7:30～16:00 

（雨天及び強風の見込みの場合は中止になる場合があります。） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約４０分 

【開催場所（集合場所）】 静岡県下田市三丁目 下田公園入口 

【所在地】 同上 

【販売価格】 ― 

【販売手数料】 ― 

【旅行会社特典】 ―  

【手仕舞日】 ― 

【最少催行人員】 なし 

【定員】 なし 

【交通アクセス】 
・伊豆急下田駅より徒歩１５分 

・伊豆急下田駅より海中水族館行き乗車＝下田公園下車（乗車 10 分） 

【問合せ】 下田市観光協会 ℡：0558-22-1531 

【設定可能期間】  ６月 
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アメリカジャスミン 

黒船シアター ミュージアムショップ 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：下田市 

了仙寺のアメリカジャスミン 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

【内容】 

５月中旬になると了仙寺境内・参道に植えられたアメリカジャスミンの花が満開にな

り一帯は強い香りに包まれます。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
下田公園入口集合 ⇒ あじさいを見ながら、あじさいテラスカフェへ ⇒  

あじさい群生地を通り公園入口まで散策をして解散 

【設定日及び時間】 ５月上旬～５月下旬 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約６０分 

【開催場所（集合場所）】 静岡県下田市三丁目１２－１２ 

【所在地】 同上 

【販売価格】 
大人 500/名 小人 250 円/名 黒船ミュージアム MoBs 入館料 

 

【販売手数料】 １０％ 

【旅行会社特典】 なし  

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 なし 

【定員】 なし 

【交通アクセス】 
・伊豆急下田駅より徒歩１５分 

東名沼津ＩＣまたは新東名沼津長泉ＩＣから国道 414 号線経由約 90 分 

【問合せ】 了仙寺 ℡：0558-22-2805 

【設定可能期間】  ５月 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：下田 

企画タイトル：ロープウェイで絶景と縁結びの名所、寝姿山へ 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

【内容】 

寝姿山は花公園となっており四季折々の花々が咲いております。また、絶景の展望台からは下田港

や伊豆七島を見渡すことができます。遊歩道奥には、敬愛、縁結びで知られております愛染堂があり 

ハート型の絵馬が人気です。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 伊豆急行下田駅より徒歩 1分。ロープウェイで約 4分で寝姿山山頂駅に到着いたします。 

【設定日及び時間】 
通年 / 営業時間 ８：４５～１７：００ （上り最終 １６：３０分発） 

※ 強風等により運休する場合があります。 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能 

【所要時間】  約、1 時間 （公園の散策時間含む） 

【開催場所（集合場所）】 下田ロープウェイ 

【所在地】 静岡県下田市東本郷 一丁目 3 番 2 号 

【販売価格】 ロープウェイ往復乗車券  ・大人 1,050 円 / 小人 520 円 （小人とは小学生が対象） 

【販売手数料】 １０％  

【旅行会社特典】 ポストカードプレゼント 

【手仕舞日】 なし 

【最少催行人員】 なし 

【定員】 なし  ※搬器の乗車定員は４０名 

【交通アクセス】 伊豆急行下田駅より徒歩 1分。ロープウェイで約 4分。 

【問合せ】 
下田ロープウェイ株式会社  営業課 

〒415-0035 静岡県下田市東本郷 一丁目 3 番 2 号  / ℡ 0558 (22) 1211 

【設定可能期間】  通年 

 

 

 

ロープウェイ（搬器） 

  

縁結びの愛染堂 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：下田市 

早朝のあじさい園と絶景ジオツアー 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【内容】 

早朝の朝露に輝くあじさいは、１日のうちでも断トツに美しい。あじさい園だけでもご

満足いただけますが、清々しい朝の空気の中、ジオガイドと一緒に少し足を延ばし

て早朝散歩をお楽しみください。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
下田公園入口集合 ⇒ あじさいを見ながら、ジオガイドの案内 

《予定コース》開国記念碑→下田富士眺望→アジサイ園→石丁場跡→下田城址 

【設定日及び時間】 2020 年 6 月 1 日～6 月 30 日 7：30～9：00 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                  

【所要時間】 約６０分 

【開催場所（集合場所）】 静岡県下田市三丁目 下田公園 

【所在地】 同上 

【販売価格】 １グループ 5,000 円（他のお客様と一緒にガイドすることもあります） 

【販売手数料】 なし 

【旅行会社特典】 なし  

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 ２人 

【定員】 50 名 

【交通アクセス】 
・伊豆急下田駅より徒歩２０分 

・伊豆急下田駅より海中水族館行き乗車＝下田公園下車（7 分） 

【問合せ】 下田市観光協会 ℡：0558-22-1531 

【設定可能期間】  ６月 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：下田市 

歴史ある了仙寺で和菓子作り体験～伝統をつなぐ和菓子作りの体験と雅なつまみ細工の展示～ 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

了仙寺での和菓子作りと風情ある池を眺めながらお茶を体験し、下田を満喫する。

オプションで、着物を着ながら体験することも可能。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
受付→開催式→和菓子作り体験→お茶席→お菓子作り終了→MoBS へ案内→ペリーロード

散策・食事→澤村邸（つまみ細工）→あじさい祭り見学 

【設定日及び時間】 2020 年 6 月７日 午前の部 10：00～12：00 午後の部 13：00～15：00 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約 120 分 

【開催場所（集合場所）】 静岡県下田市三丁目 12-12 了仙寺他 

【所在地】 同上 

【販売価格】 
4000 円（和装代・宿泊プラン別途） 

 

【販売手数料】 なし 

【旅行会社特典】 なし  

【手仕舞日】  

【最少催行人員】  

【定員】 各部 18 名 

【交通アクセス】 
・伊豆急下田駅より徒歩１５分 

東名沼津ＩＣまたは新東名沼津長泉ＩＣから国道 414 号線経由約 90 分 

【問合せ】 下田市観光協会 ℡：0558-22-1531 

【設定可能期間】  ６月 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：下田市 

企画タイトル：下田ナイト・アクアリウム・アドベンチャー 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

【内容】 

照明を消した夜の水族館を、水族館の飼育員がガイドするツアー。参加者はライトを片手に、普段は

見ることのできない夜の魚の様子をご覧いただきます。疑問や質問は近くの飼育員がお答えします。 

※オプションでナイトイルカショー実施可能（場所：マリンスタジアム）。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

  19：50 エントランス前(ウミガメ池)集合 

  20：00 ナイト・アクアリウム・アドベンチャー開始 

  21：00（21：30）終了 

【設定日及び時間】 4/1～6/30  20：00～ １日 1 回 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                  

【所要時間】    60 分～90 分 

【開催場所（集合場所）】    下田海中水族館 エントランス（ウミガメ池前） 

【所在地】   下田市 3 丁目 22－31 

【販売価格】   大人 1,200 円／名 小人 700 円／名 

【販売手数料】   10％ 

【旅行会社特典】   なし                                     

【手仕舞日】 
※団体の場合：参加人数確定日、個人の場合：旅行会社経由での予約締切日 

  7 日前 

【最少催行人員】   20 名                    

【定員】 40 名／回                

【交通アクセス】 
  伊豆急下田駅よりタクシーで 5 分、バスで 7 分、徒歩 20 分。 

（・沼津～下田 R141 経由で約 70ｋｍ ・熱海～下田 R135 経由で約 70ｋｍ） 

【問合せ】 
  下田海中水族館 ・ 営業課 ・ 担当：浅川弘  

  住所：下田市 3 丁目 22－3１  電話：0558-22-3567 

【設定可能期間】    相談による 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：静岡・伊豆 市町名：下田市 

企画タイトル： 「黒船遊覧船バックヤードツアー 2020」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

普段は入れない黒船の「操舵室」「機関室」にて、遊覧船業務の裏側を見学するバックヤードツ

アー。 体験には「2 階特別展望室」利用での一周 20 分のクルーズを含み、参加者には、シリ

アルナンバー入り「終了認定証」を発行いたします。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

集合：11：50 （下田港 遊覧船乗り場） 

バックヤードツアー実施：12：00～12：50 

船内見学 12：00～12：30 …桟橋停泊状態で「操舵室」「機関室」を見学 

運  航 12：30～12：50 …2 階特別展望室乗船にて下田港をクルーズ（既存航路） 

【設定日及び時間】 
令和 2年 4月 26日（日）、5 月 31日（日）、6 月 28日（日） 

各日とも開催 12：00～12：50 （集合：11：50） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能    

【所要時間】 約 50 分間 

【開催場所（集合場所）】 下田港 遊覧船乗り場 （下田市外ヶ岡 19） 

【所在地】 下田市外ヶ岡 19 

【販売価格】 おとな（中学生以上）＠3,000 円 /こども（小学生）＠1,500 円  ※小学生未満参加不可 

【販売手数料】 エージェントを介する場合は 10％ 

【旅行会社特典】 特になし  

【手仕舞日】 
申込締め切り：実施日の 2日前 

※エージェントによる手仕舞は、2日前までに伊豆クルーズに通知が流れるよう設定とする 

【最少催行人員】 1 名 

【定員】 15 名 

【交通アクセス】 
伊豆急行線 伊豆急下田駅下車 徒歩約 15分 

または路線バス利用「道の駅 開国下田みなと前」下車徒歩 2 分 

【問合せ】 
株式会社伊豆クルーズ 管理部営業課 飯田宏樹 

静岡県下田市外ヶ岡 19  TEL0558-22-1151・ FAX0558-22-9291  

【設定可能期間】  上記以外の設定日については応相談 （だだし最繁忙期および黒船定期検査時は設定不可） 

「黒船遊覧船バックヤードツアー2020」 

（宣伝展開用イメージ写真） 

 

黒船「サスケハナ」 （船体単体写真） 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊豆市 

企画タイトル：駿河湾から富士を仰ぐ デイクルーズ＆サンセットクルージング 
団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

  

【内容】 

クルーズ船「ドリームスター」による、「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟した駿河湾から、夕

陽と富士を望むサンセットクルージングを企画しました。駿河湾越しに見る富士は 3776ｍす

べてを見ることができる限られたスポット。 

サンセットクルージングは南アルプスや富士を茜色に染める美しい夕日が見えることでしょ

う。それぞれ 40 分程度の航程で、船上ではおくつろぎいただけますよう特産白枇杷酒をご

用意いたしております。無限の表情をみせる駿河湾海上からの富士山にご期待くださいま

せ。特典：白枇杷酒（グラス）サービス 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
①土肥港集合 10:50-出港 11:00-帰港 11:40 ②土肥港集合 13:50-出港 14:00-帰港 14:40 

③土肥港集合 17:50-出港 18:00-帰港 18:40 

【設定日及び時間】 ５月３日（日）、４日（月） １日３回 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能 

【所要時間】 各４０分 

【開催場所（集合場所）】 土肥 屋形桟橋 

【所在地】 伊豆市土肥２９０８－３ 

【販売価格】 大人 2,000 円 小学生 1,000 円 未就学児 1,000 円  

【販売手数料】 手数料 10％＝大人 200 円 小学生以下 100 円 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】 
※団体の場合：参加人数確定日、個人の場合：旅行会社経由での予約締切日 

団体の場合：４月２５日（金）まで 個人の場合：５月１日（金）まで 

【最少催行人員】 最少１０名～最大４０名 

【定員】 ４０名／回 

【交通アクセス】 伊豆箱根鉄道修善寺駅より東海バスにて約５５分 火振川バス停下車徒歩１分 

【問合せ】 伊豆市観光協会土肥支部 担当者：山田   伊豆市土肥６７０－２ ０５５８－９８－１２１２ 

【設定可能期間】  ５月３日（日）、４日（月） 

 

ドリームスター号 

 

ジオ…恋人岬沖「鷹ノ巣」 

 

駿河湾越しに沈む夕陽 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊豆市土肥 

企画タイトル：土肥金山キラキラ金山ジオガイドツアー 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

江戸時代から昭和まで稼働し、全国で佐渡金山に次ぐ産出量を誇った土肥金山。現在は、観光施設

として坑道見学や世界一 250Kg 金塊タッチ、砂金採りで人気です。 

そもそも、なぜここに金山があるの？金鉱脈はどこ？こんな疑問をジオガイドが、やさしく、たのしく 

教えます。 

全国初の、ジオガイドと巡る有料の金山坑道ツアーです。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

9：50 土肥金山入口集合、10：00 ガイドツアー開始（約 1 時間でジオガイドの説明を聞きなが

ら、土肥金山坑道等を周る）11：00 ガイドツアー終了・現地解散 

 

【設定日及び時間】 
2020 年 4 月～6 月 毎週日曜日 10：00～11：00 （9：50 土肥金山入口集合） 

※団体は随時。ただし要予約（催行日の 5 日前まで） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 1 時間 

【開催場所（集合場所）】 土肥金山（集合場所：入口） 

【所在地】 伊豆市土肥 2726 

【販売価格】 大人 1,400 円 小学生 700 円 

【販売手数料】 10％ 

【旅行会社特典】 無し 

【手仕舞日】 団体の場合のみ催行日 5 日前 

【最少催行人員】 個人：2 名   団体：10 名 

【定員】 個人：10 名  団体：40 名（ガイド 1 名につき 10 名程度のグループ分けをして坑道等を周る） 

【交通アクセス】 JR 三島駅～（35 分）～伊豆箱根鉄道修善寺駅～東海バス～（50 分）～土肥金山バス停 

【問合せ】 
土肥金山 

伊豆市土肥 2726  電話 0558-98-0800 FAX0558-98-1803 

【設定可能期間】  2020 年 4 月～6 月 

 

 

“金の鉱脈”を皆さんと探しています！！ 

  

金鉱脈の出来方を聴いて、坑道に向う！！ 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊豆市 

企画タイトル：修禅寺本堂内参拝と庭園観賞ツアー 
団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

【内容】 

一般に公開されていない本堂にて参拝し、須弥壇に安置されている運慶の弟子の実慶作で

平成 5 年に重要文化財に指定された大日如来坐像や、非公開で「東海第一園」と呼ばれる

修禅寺方丈の庭園観賞（解説付き）で新緑のひと時をお過ごし下さい。また、平成 30 年春に

新たな秘物として発見された棚田暁山作の六曲一双屏風は豊臣秀吉の「醍醐の花見」を画

題とした作品を制龍閣の広間にて観賞していただきます。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 修禅寺 受付は本堂玄関前） － 本堂 － 方丈の庭園 － 制龍閣 － 本堂玄関前解散 

【設定日及び時間】 

5 月 15 日(金)～26 日(火) 12 日間限定 

10：00 発（受付 9：30～ ）  14：00 発（受付 13：30～ ） 

※5 月 19 日、26 日の火曜日は座禅会開催のため 10:00 発は中止となります。 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能      

【所要時間】 60 分 

【開催場所（集合場所）】 修禅寺 

【所在地】 静岡県伊豆市修善寺 964 

【販売価格】 ５００円／名 （大人・こども同額）（手数料なし） 

【販売手数料】 なし   

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】 当日のみ（事前予約不可） 

【最少催行人員】 2 名 

【定員】 1 回につき先着 30 名まで、満員になり次第受付終了 

【交通アクセス】 JR 三島駅＝＝伊豆箱根鉄道修善寺駅＝＝修禅寺＝＝伊豆箱根鉄道修善寺駅  

【問合せ】 
事業者名（団体名）・伊豆市観光協会 修善寺支部（安藤・小暮） 

電話 ０５５８－ ７２ － ２５０１  

【設定可能期間】  5 月 15 日(金)～26 日(火) 12 日間限定 

 

 

修禅寺庭園 

 

 

修禅寺境内 

六曲一双屏風 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊豆市 

企画タイトル：パワースポットで自然と一体になれるヨガ！ 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

【内容】 

弘法大師が 18 歳の時に修行したところといわれている「修禅寺奥の院」。 

神秘的で静寂に包まれた空間はまさに別世界です。 

普段は一般開放されない特別な場所「護摩堂」でのヨガを企画しました。 

木の温もりあふれる護摩堂で自然と一体になれるヨガをお楽しみください。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 ①モーニングコース：７時 30 分～ ②ランチコース：10 時～ ※団体は要相談 

【設定日及び時間】 ５月 17 日（日） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能  ※貸切対応に限る 

【所要時間】 モーニングコース：ヨガ 90 分 ②ランチコース：ヨガ 90 分＋昼食 30 分 

【開催場所（集合場所）】 修禅寺奥の院 

【所在地】 静岡県伊豆市修善寺 2940-1 

【販売価格】 ①モーニングコース：3,500 円 ②ランチコース：4,500 円 ※団体は要相談 

【販売手数料】 なし 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】 ５月 11 日（月） ※１：定員になり次第終了 ※２：団体は要相談 

【最少催行人員】 10 名／回 

【定員】 13 名／回 ※女性限定 

【交通アクセス】 
伊豆箱根鉄道修善寺駅より車で約 25 分 

※路線バスはございませんので、お車かタクシーでお越しください。 

【問合せ】 
（一社）伊豆市産業振興協議会 担当者：大川 

静岡県伊豆市修善寺 838-1   電  話：0558-72-7007 

【設定可能期間】  ４月１日（水）～６月 30 日（火） ※休前日・休日・祝日を除く 

 

新緑の護摩堂ヨガ 

 

護摩堂（外観） 

地元のおかあさん特製弁当 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊豆市 

企画タイトル：春の静寂 ＜静岡 DC特別設定：修禅寺から奥の院までのウォーキング＞ 
団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

  

【内容】 

修禅寺から奥の院（弘法大師修業の地）まで約１里の道のりを、ガイドと共に山桜の咲き誇る里

山風景を楽しみながら、八十八ヶ所札所やいろは石を巡ります。最終地である奥の院では、地場

産品で作った「奥の院弁当」をお楽しみ下さい。 

＊奥の院茶屋～特産品・田舎総菜販売～(奥之院手前駐車場内) 

地元在住のお母さんたちが、自分の畑や山で採れた新鮮な野菜や山菜、手作りのお総菜など、

まさに「おふくろの味」がたくさん並んだ素朴なお店です。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
修禅寺 9:50 集合＝＝10:00 出発＝＝12:00 奥の院（お弁当）にて各自解散 

 (雨天中止) 

【設定日及び時間】 ４月５日（日）、４月 12 日（日）１日１回、４月１９日（日）の開催については調整中 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能 

【所要時間】 120 分程度 

【開催場所（集合場所）】 修禅寺 境内 

【所在地】 伊豆市修善寺９６４ 

【販売価格】 1,000 円／４０名  

【販売手数料】 なし 

【旅行会社特典】 なし  

【手仕舞日】 ３月１日より各開催日の前日まで（定員になり次第締め切り） 

【最少催行人員】 １名 

【定員】 ４０名／回（雨天中止） 

【交通アクセス】 JR 三島駅＝＝伊豆箱根鉄道修善寺駅から温泉駅バス８分＝＝徒歩にて３分修禅寺  

【問合せ】 伊豆市観光協会 修善寺支部 担当者名 小暮 電話 ０５５８ －７２ －２５０１ 

【設定可能期間】  ４月 

 

 

奥の院までのウォーキング 

「奥の院弁当」 

特産品・田舎総菜販売 

http://www.shuzenji.info/kankou/img/event/img21_01.jpg
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：伊豆市 

日本で唯一、オンリーワン！ 白びわ狩り 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

【内容】 

白枇杷は、小粒で種も多く実は柔らかく傷付き易い為、市場性には乏しいが風

味の良さは枇杷の中でも匹敵するものがなく、甘味酸味のバランスが良く一度

口にした人は忘れられません。人気観光スポット「恋人岬 」駐車場横のビワ畑

で、白ビワ狩り４０分食べ放題で楽しめます。  

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 恋人岬 花木園にて実施 営業時間 9：00～15：00 

【設定日及び時間】 
5 月下旬～6 月上旬  

白枇杷の生育状況によって開催日が決定いたします。期間中概ね 10 日ほど。 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約４０分 

【開催場所（集合場所）】 恋人岬 花木園 

【所在地】 伊豆市小下田３－３５－７ 

【販売価格】 大人１，５００円 小学生７００円 

【販売手数料】 １０％＝大人１５０円、小学生７０円 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 最少１名 （最大１日５０名） 

【定員】 ２５名／回 

【交通アクセス】 伊豆箱根鉄道駿豆線修善寺駅より東海バスにて 65 分「恋人岬」下車～徒歩すぐ 

【問合せ】 
伊豆市役所土肥支所   

電話 0558-98-1111 

【設定可能期間】  ５月～６月 

幻の白びわ 

白びわ狩り 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：伊豆市 

とび魚すくい体験 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

【内容】 

釣り船による土肥漁港近海での夜のクルージングと１日漁師体験「トビ魚すくい漁」を楽しん

でもらう土肥温泉旅館組合の人気企画。漁港を出航、約 200ｍの沖合で大光量の集魚灯を

たき、光に寄ってきた魚をすくいます。すくいあげた魚は全て持ち帰ることができ、氷やスチ

ロール箱（有料）も用意されています。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 土肥港集合 19：40-出港 20：00-沿岸-帰港 21：30 

【設定日及び時間】 
５月２９日（金）～６月２７日（土） の毎週金曜・土曜日実施。 全１０回開催 

（雨天及び強風の見込みの場合は中止になる場合があります。） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約９０分 

【開催場所（集合場所）】 土肥 屋形桟橋 

【所在地】 伊豆市土肥２９０８－３ 

【販売価格】 大人３，０００円 小学生２，０００円 未就学児１，０００円 

【販売手数料】 １０％＝大人３００円 小学生２００円 未就学児１００円 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 最少１０名～最大５０名 

【定員】 土肥港集合 19:40-出港 20:00-沿岸-帰港 21:30 

【交通アクセス】 伊豆箱根鉄道修善寺駅より東海バスにて約 55 分 火振川バス停下車  徒歩１分 

【問合せ】 土肥温泉旅館協同組合   ℡：0558-98-0523 

【設定可能期間】  ６月 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊豆の国市 

稀代の名仏師運慶の仏像五体を一挙に拝観 ～願成就院拝観～ 期間限定御朱印でパワーアップ 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

【内容】 

大御堂内にお祀りされている国宝・運慶作五体の仏像群は、運慶の三十代半ばの作品で、鎌倉

様式を確立した日本の彫刻史上極めて重要な御仏像とされる。2017 年東京国立博物館「運慶

展」で人気を博した「毘沙門天立像」を含む５仏を間近で拝観できます。ＤＣ期間中の 4～6 月中、

月毎の限定御朱印（書置き）を授与いたします。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 （例：JR○駅利用 発地－ （行程） － 着地）※周遊企画の場合、行程内の移動手段も記載してください。 

【設定日及び時間】 

拝観時間：10：00～16：00 （最終受付 15：30） 

拝観休日：毎週 火曜日・水曜日（但し、正月三箇日、火・水曜日が祝日の場合は開館。 

他特別の休館日有り。詳しくは、ganjoujuin.jp でご確認ください。 

【設定日以外の受入可否】 不可 ・ 相談可能 ・団体（２０人以上）のみ拝観時間、火曜水曜、開館相談可能 

【所要時間】 40 分 

【開催場所（集合場所）】 願成就院 

所在地】 伊豆の国市寺家 83-1 

【販売価格】 

大人 500（400）円・中高生 300（150）円・小学生 150（100）円※（ ）は 20 名以上の団体 

御朱印：常設三種（阿弥陀如来・不動明王・毘沙門天）各 400 円、月毎限定御朱印各種 400 円 

オリジナル御朱印帳二種（不動明王・毘沙門天）：一冊 1,600 円 

【販売手数料】 なし  

【旅行会社特典】 住職又は副住職のご案内付き、インバウンド（英語対応可） 

【手仕舞日】 
※団体の場合：参加人数確定日、個人の場合：旅行会社経由での予約締切日 

通常拝観は手仕舞いなし。休館日の団体特別開館のみ 30 日前まで。 

【最少催行人員】 1 名 （休館日（火曜・水曜）の特別開館は 20 名以上の団体のみ。） 

【定員】 （40 名程度／回）               ※団体向けの場合は、少なくとも 20 名以上の設定としてください。 

【交通アクセス】 
伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅もしくは韮山駅よりタクシー利用５分、又は歴バスのるーら利用 「北

条の里」バス停下車徒歩 3 分（運行日要確認）、又は徒歩約 15 分   

【問合せ】 願成就院 055-949-7676       

【設定可能期間】  令和 2 年 4 月～6 月 

 

 

願成就院提供 大御堂にお祀りする運慶作、国宝五

軀の仏像群 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

オリジナル御朱印帖（毘沙門天、不動明王） 

と御朱印イメージ （不動明王の例） 

小崎弘慶副住職と

執事でご主人のキ

ースさん（スコッ

トランド出身） 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊豆の国市 

ＤＣ特別開催 願成就院 本堂御本尊阿弥陀如来坐像特別拝観 （オリジナルスイーツ付き） 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

通常一般公開していない建立 1789 年の茅葺屋根の本堂にて、鎌倉幕府第 2 代執権北条義時公が

父北条時政公の菩提を祈りお祀りされたとされる慶派仏師作のご本尊「阿弥陀如来坐像」の特別拝

観を副住職がご案内。参加者限定の特別ご朱印（本堂御本尊阿弥陀如来坐像）と願成就院オリジナ

ルスイーツでご接待をさせていただきます。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 （例：JR○駅利用 発地－ （行程） － 着地）※周遊企画の場合、行程内の移動手段も記載してください。 

【設定日及び時間】 
拝観時間 9：20～10：00 集合 9：15 

実施日  令和２年４月～６月の土曜日、日曜日 

【設定日以外の受入可否】 不可 ・ 相談可能 ・団体（10 人以上）のみ相談可能 

【所要時間】 40 分程度 

【開催場所（集合場所）】 願成就院本堂 

所在地】 伊豆の国市寺家 83-1 

【販売価格】 1 人 1,000 円 （本堂ご本尊拝観料・お茶菓子代含む）大御堂拝観は別途。 

【販売手数料】 － 

【旅行会社特典】                                           ※具体的な内容を記載してください。  

【手仕舞日】 
※団体の場合：参加人数確定日、個人の場合：旅行会社経由での予約締切日 

通常拝観は手仕舞いなし。休館日の団体特別開館のみ 30 日前まで。 

【最少催行人員】 5 名 

【定員】 （30 名／回 予約制７日前手仕舞い）  ※団体向けの場合は、少なくとも 25 名以上の設定としてください。 

【交通アクセス】 
伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅もしくは韮山駅よりタクシー利用５分、又は歴バスのるーら利用 「北

条の里」バス停下車徒歩 3 分（運行日要確認）、又は徒歩約 15 分   

【問合せ】 願成就院 055-949-7676       

【設定可能期間】  通年 

 

 
通常非公開の本尊 釈迦如来坐像（鎌倉時代 

 慶派仏師作 作者不詳）  

 

 

 

   

緑に囲まれた茅葺の本堂 1789 年建立 
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静岡アフターデスティネーションキャンペーン商品企画シート                                                      伊豆の国市 

夜桜と世界文化遺産韮山反射炉ライトアップと 

韮山反射炉ガイダンスセンター、韮山反射炉敷地内夜間特別見学 

個人のみ ・ 個人及び団体 AGT 特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。 

【内容】 

桜（ソメイヨシノ）の開花時期に合わせて、ライトアップされた夜桜と反射炉のコ

ラボは、昼間の雰囲気とは一味違って絶好のフォトスポット。世界遺産ガイダ

ンスセンター夜間開館、事前予約で無料歴史ガイド可能。 

【DC期間中の設定日及

び時間】 

4 月 1 日（水）～4 月 8 日（水）の毎日 

通常 17:00 までの営業時間を 20:30 まで延長 

【設定日以外の催行可

否】 
不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 30 分  

【 開催場所 （集合場

所）】 
韮山反射炉ガイダンスセンター 

【所在地】 伊豆の国市中 268 

【販売価格】 500 円／名 （生徒・児童 50 円）団体割引あり 

【販売手数料】 10％ （※契約済み旅行代理店のみ） 

手仕舞い  

【AGT 特典】 - 

【最少催行人員】 －名 

【定員】 －名／回 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【交通アクセス】 
伊豆箱根鉄道駿豆線伊豆長岡駅よりタクシー7 分又は徒歩 20 分程度 

大駐車場有り普通車 150 台 大型バス 10 台 

【問合せ】 
韮山反射炉ガイダンスセンター電話 055－949－3450 

伊豆の国市文化財課世界遺産室 055-948-1425 

【設定可能期間】   ４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年   ※該当するものに○を付けてください 

 

                         

 

 夜桜と韮山反射炉ライトアップ ＤＣ5 連ポスター 

 

 
韮山反射炉ガイダンスセンター内 プロジェクションマッピング 
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静岡ＤＣアフターキャンペーン商品企画シート                             （伊豆）   伊豆の国市 

能楽体験会 伊豆長岡温泉で伝統芸能体験 

個人のみ ・ 個人及び団体 AGT 特典 （ あり ・ なし ） 
 

 

 ↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。 

【内容】 

プロの能楽師による能楽体験講座です。会場は伊豆長岡温泉の宿泊施設

大広間等。「狂言を丸々ご覧頂いたあと、狂言の楽しみ方・所作を学ぶ」「囃

子(楽器)体験」「舞や謡の体験」など、様々なコースを設定できます。 

外国語(英語)による外国人向けのプランも設定可能です。 

温泉地での開催ですので、宿泊とのセットプランも可能です。 

【設定日及び時間】 任意（完全オーダー制） 

【設定日以外の催行可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 ６０分程度 

【開催場所】 宿泊施設の大広間等 

【所在地】 伊豆長岡温泉の宿泊施設 

【販売価格】 １人あたり３～４千円(ランチセットプランや宿泊セットプラン（別料金）も可) 

【販売手数料】 １０％ 

【AGT 特典】 応相談 

【最少催行人員】 25 名 

【定員】 - ５０～１００名以上可能 / １回あたり（会場による） 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【交通アクセス】 
伊豆箱根鉄道駿豆線伊豆長岡駅からバスで５～１０分 

 

【問合せ】 伊豆の国市観光協会 055-948-0304 担当 杉山  

【設定可能期間】   ４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年   ※該当するものに○を付けてください 

 

 

  

 

プロの狂言師に実際の所作の手ほどきを受けるような企画も

可能です。 

写真は伊豆随一の宿と言われる「三養荘」での鼓体験の様

子。宿泊しないと普段なかなか入ることができない高級なお

宿を会場にすることで、その場所に行ける、ということそのも

のにイベント性を持たせることもできます。 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊豆の国市 

いちご農家さん直伝!! 新鮮採れたていちごジャム作り体験 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 新鮮採れたていちごでジャム作り体験。瓶につめてお土産に!!（2 瓶） 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
2020 年 4 月 9・10・16・17・23・24 日（木・金） 

①10:00～11:30 （受付 9:45～） ②13:00～14:30（受付 12:45～） 

【設定日及び時間】 
2020 年 4 月 9・10・16・17・23・24 日（木・金） 

①10:00～11:30 （受付 9:45～） ②13:00～14:30（受付 12:45～） 

【設定日以外の受入可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能 

【所要時間】 90 分程度 

【開催場所（集合場所）】 江間いちご狩りセンター 

所在地】 伊豆の国市北江間 563-7 

【販売価格】 1,200 円／名 

【販売手数料】 応相談 

【旅行会社特典】                                           ※具体的な内容を記載してください。  

【手仕舞日】 実施日の 10 日前まで 

【最少催行人員】 3 名（3 組） 

【定員】 5 名(5 組)／回  

【交通アクセス】 伊豆箱根鉄道韮山駅よりタクシー 

【問合せ】 
江間いちご狩りセンター 電話 055-948-1115 

（期間外 ＪＡ伊豆の国江間支店 055-948-6060）       

【設定可能期間】  4 月～6 月 ・ 4 月～9 月 ・通年    
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊豆の国市 

みずみずしい甘さの余韻に浸る 朝摘みいちご狩り 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

ＤＣ特別企画として、夜の間にたっぷり甘さをためこんだいちごを、一番甘い瞬間に食べられ

る、朝摘みいちご狩りを開催。 

 ※朝露で濡れる場合もありますのでご注意ください。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 2020 年 4 月 12 日(日)19 日(日)26 日(日) 7:00～7:30（受付 6:30～） 

【設定日及び時間】 2020 年 4 月 12 日(日)19 日(日)26 日(日) 7:00～7:30（受付 6:30～） 

【設定日以外の受入可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能 

【所要時間】 40～50 分程度（うち、30 分間食べ放題） 

【開催場所（集合場所）】 江間いちご狩りセンター 

所在地】 伊豆の国市北江間 563-7 

【販売価格】 入園料 1,600 円／名 

【販売手数料】 応相談 

【旅行会社特典】   

【手仕舞日】 実施日の 10 日前まで 

【最少催行人員】 20 名 

【定員】 （   名／回 ）  ※団体向けの場合は、少なくとも 10 名以上の設定としてください。 

【交通アクセス】 伊豆箱根鉄道韮山駅よりタクシー 

【問合せ】 
江間いちご狩りセンター 電話 055-948-1115 

（期間外 ＪＡ伊豆の国江間支店 055-948-6060）       

【設定可能期間】  4 月～6 月 ・ 4 月～9 月 ・通年    

 

 

 

 

 

 

団体は要相談 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：伊豆の国市 

夜に楽しむいちご狩り～幻想的な光のもと、甘いいちごの大人な夜～ 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

【内容】 
ＤＣ特別企画として、電照いちごを再現し、夜のいちご狩りを開催。 

幻想的な光のもと、ロマンチックないちご狩りをお楽しみください。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 2020 年 4 月 11 日(土)18 日(土)25 日(土) 19:00～19:30（受付 18:30～） 

【設定日及び時間】 2020 年 4 月 11 日(土)18 日(土)25 日(土) 19:00～19:30（受付 18:30～） 

【設定日以外の受入可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能 

【所要時間】 40～50 分程度（うち、30 分間食べ放題） 

【開催場所（集合場所）】 江間いちご狩りセンター 

所在地】 伊豆の国市北江間 563-7 

【販売価格】 入園料 2,000 円／名 

【販売手数料】 応相談 

【旅行会社特典】  

【手仕舞日】 実施日の 10 日前まで 

【最少催行人員】 20 名 

【定員】 （   名／回 ）  ※団体向けの場合は、少なくとも 10 名以上の設定としてください。 

【交通アクセス】 伊豆箱根鉄道韮山駅よりタクシー 

【問合せ】 
江間いちご狩りセンター 電話 055-948-1115 

（期間外 ＪＡ伊豆の国江間支店 055-948-6060）       

【設定可能期間】  4 月～6 月 ・ 4 月～9 月 ・通年    

 

 

 

 
 

団体は要相談 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：東伊豆町 

「稲取細野高原星空観賞会」（※ＪＲ・ＪＴＢ商品（予定）） 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

 

 

【内容】 
星空がきれいに見える稲取細野高原にてガイドが説明しながら夜空に浮か

ぶ星空観賞をお楽しみください。 

【DC 期間中の設定日時】 
2020 年 4・5・9 月の毎週土曜（予定） 

※荒天時中止とし、町内お買物券（千円分）と星座早見表を提供。（予定） 

【設定日以外の受入可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 観賞時間 45 分 

【開催場所（集合場所）】 稲取細野高原（※会場までマイクロバスにて送迎） 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 3150－3 

【販売価格】 ※ＪＲ・ＪＴＢ商品企画限定 販売価格 1,200 円／名 

【販売手数料】 （10％(予定)＝120 円） 

【AGT 特典】 
静岡ＤＣ特典として、町内お買物券、ホットドリンクサービス、星座早見表プ

レゼントあり。（※雨天イベント中止で代わりに千円分のお買物券を提供） 

【最少催行人員】 
2 名～40 名（26 名乗りバス貸切／※立席＋14 名可） 

（※参加者が 4 名以内の場合には貸切タクシーに変更） 

【定員】 2 名～40 名 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

マイクロバス乗車 

（定員 26 名＋14 名） 

【熱川バナナワニ園】 ➡ 【稲取文化公園】 ➡ 【細野高原で星空観賞】 ➡ 

19:30            19:45        20:15～21:00(45 分間)      

➡ 【稲取文化公園】  ➡ 【熱川バナナワニ園】 

21:30             21:45   

【交通アクセス】 
熱川・稲取の各所よりマイクロバスにて稲取細野高原まで送迎 

・熱川乗降場：熱川バナナワニ園駐車場、稲取乗降場：稲取文化公園 

【問合せ】 （一社）東伊豆町観光協会 0557-95－0700                                    

【設定可能期間】   ４月・５月・９月 

稲取細野高原の夜空 

望遠鏡等で星空

を観賞 

※プレと本番を実施してみて、荒天時には館内プラネタリウム等 

 に変更したが、お客様を満足させるまでにはいたらないとの判 

断よりアフターでは荒天時は町内買物券を提供に変更とする。 
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※2019 年 9 月 18 日現在 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：東伊豆町 

「御朱印さんぽ！花と味覚とご利益めぐり」（稲取コース） ※観光モデルコースです 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

  

【内容】 

御朱印さんぽパンフレットを活用して町内味覚狩り＆花摘み体験や 

ご利益のパワースポットをご自身で自由に散策いただくモデルコースです。

DＣ期間限定で御朱印さんぽパンフレットに記載の飲食店でお食事をする

際にパンフレットの提示で特典サービスがつきます。 

【DC 期間中の設定日時】 2020 年 4 月下旬～5 月中旬 （みかんの花開花期間） 

【設定日以外の受入可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 3 時間 10 分（10:30～13:40） ※御朱印さんぽパンフレットが必要 

【開催場所（集合場所）】 東伊豆町の伊豆稲取駅を拠点としたモデルコース 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 

【販売価格】 

本コースを利用した際の必

要経費 

・1,200 円（オレンジ狩り 600 円＋御朱印 300 円×2 ヶ所）＋食事代 

※雨天時はオレンジ狩りを「雛のつるし飾り製作体験」に変更すると良い。（パ

ンフ記載なし）その場合、雛のつるし飾り制作体験料（1,080 円～）。 

【販売手数料】 ― 

【AGT 特典】 ― 

【最少催行人員】 ― 

【定員】 ― 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

ご自身で自由に散策いただく

モデルコースです。 

 

【伊豆稲取駅発】➡園送迎車乗車➡【ふたつぼり：オレンジ狩り＆花摘み体験】➡ 

   10:30        （5 分）      10:35～11:35（60 分）大人 600 円                     

園送迎車乗車➡【伊豆稲取駅】➡徒歩➡【昼食（徳造丸・なぶらとと・笑の家）】 → 

   （5 分）       11:40      （10 分）   11:50～12:50（60 分） 要食事代 

徒歩→   【清光院】   →     徒歩  →   【済広寺】     →   徒歩  

（10 分） 13:00～13:15（15 分）    （5 分）   13:20～13:35（15 分）     （5 分）       

・金運パワー、御朱印 300 円      ・長寿パワー、御朱印 300 円 

→【伊豆稲取駅着】13:40 

【交通アクセス】 電車：伊豆稲取駅 

【問合せ】 (一社)東伊豆町観光協会 0557－95－0700 

【設定可能期間】  
みかんの花の開花時期となると 4 月～5 月であるが、「御朱印さんぽ」自体

は通年通して実施しております。 

みかんの花摘み体験 

お寺御朱印めぐり 

オレンジ狩り 
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                                                    ※2019 年 9 月 18 日現在 

①静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：東伊豆町 

「御朱印さんぽ！花と味覚とご利益めぐり」（稲取コース） 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。  

 

【内容】 

御朱印さんぽパンフレットを活用して町内味覚狩り＆花摘み体験や 

ご利益のパワースポットをご自身で自由に散策いただくモデルコースです。

DＣ期間限定で御朱印さんぽパンフレットに記載の飲食店でお食事をする

際にパンフレットの提示で特典サービスがつきます。 

【DC 期間中の設定日時】 2020 年 4 月下旬～5 月中旬 （みかんの花開花期間） 

【設定日以外の受入可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 2 時間 50 分（10:30～13:40） ※御朱印さんぽパンフレットが必要 

【開催場所（集合場所）】 東伊豆町の伊豆熱川駅を拠点としたモデルコース 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町熱川 

【販売価格】 

本コースを利用した際の必

要経費 

・500 円(オレンジ狩り 500 円)＋食事代 

※縁結びの「絵馬」が必要の場合、熱川駅前案内所で 1 個 200 円で販売 

※雨天時はオレンジ狩りを熱川バナナワニ園に変更すると良い。（パンフ記

載なし）別途、入園料が必要(大人(高校生～)1,500 円、子供 750 円)。 

【販売手数料】 ― 

【AGT 特典】 ― 

【最少催行人員】 ― 

【定員】 ― 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

ご自身で自由に散策いただく

モデルコースです。 

 

【伊豆熱川駅発】 → 園送迎車乗車 → 【樋ノ口 or 丸鉄園：オレンジ狩り＆花摘み体験】 

   10:30         （10 分）   10:40～11:40（60 分）大人 500 円・子供 400 円  

→ 園送迎車乗車 → 【伊豆熱川駅】 → 徒歩     → 【昼食（錦）】           

 （10 分）         11:50     （5 分） 11:55～12:59（64 分） 要食事代 

→ 徒歩 → 【弁財天・縁結びの木・銭洗いの池】 → 徒歩 →  【伊豆熱川駅】  

（1 分）       13:00～13:15（15 分）         （5 分）       13:20 

・願い事成就、縁結び、金運 UP 

【交通アクセス】 電車：伊豆熱川駅 

【問合せ】 (一社)東伊豆町観光協会 0557－95－0700 

【設定可能期間】  
みかんの花の開花時期となると 4 月～5 月であるが、「御朱印さんぽ」自体

は通年通して実施しております。 

オレンジ狩り 

お湯かけ弁財天 

みかんの花摘み体験 
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 2019 年 9 月 18 日現在 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

熱川温泉キャンドルナイト（光と音のシンフォニーフェスタ） 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

2019 年 9 月 18 日現在 
【内容】 

キャンドル(光)とコンサート(音)と花火(光と音)が熱川温泉の夜を飾ります。満天の星を眺め

ながらの夜の散歩をお楽しみください。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【設定日及び時間】 
2020 年 4 月に１回、5 月に 1 回、6 月に 1 回開催（日程未定） 19:30～21:00（予定） 

※雨天中止 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約９０分 

【開催場所（集合場所）】 熱川温泉しおかぜ広場 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町熱川 1271-225 

【販売価格】 ― 

【販売手数料】 ― 

【旅行会社特典】 ―  

【手仕舞日】 ― 

【最少催行人員】 ― 

【定員】 ― 

【交通アクセス】 電車：伊豆急行線伊豆熱川駅より徒歩 5 分 

【問合せ】 熱川温泉観光協会 ℡：0557-23-1505 

【設定可能期間】  ４月～６月 

手筒花火 

キャンドルナイト 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

「日本百名月ムーンロード」（モデルコース） 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

【内容】 

後世に残したい名月として日本百名月に認定された「伊豆北川温泉ムーンロード」。満月の

前後、月の輝く夜にムーンロードにお祈りをするとその願いが叶うと言われています。ムーン

ロードを観賞する企画造成が可。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
伊豆東海岸では月の光によって海面に光の道ができることで見れる「ムーンロード」が観賞

できます。※「ムーンロード」は東伊豆町観光協会で特許取得しております。 

【設定日及び時間】 2020 年 4 月～9 月 満月の前後３日間 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 満月が出ている時間帯 

【開催場所（集合場所）】 伊豆東海岸沿い 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町一円 

【販売価格】 ― 

【販売手数料】 ― 

【旅行会社特典】 ― 

【手仕舞日】 ― 

【最少催行人員】 ― 

【定員】 ― 

【交通アクセス】 
電車：伊豆急行線伊豆大川・北川・熱川・片瀬白田・稲取駅下車 

お車：国道 135 号線東伊豆町入口より各温泉地区 

【問合せ】 （一社）東伊豆町観光協会 ℡：0557-95-0700 

【設定可能期間】  通年 

満月の光の道「ムーンロード」 
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2019 年 9 月 18 日現在 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

「東伊豆まち温泉郷ライトアップ・夜の散歩」（モデルコース） 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

【内容】 

東伊豆町内をライトアップして夜の街並みを彩ります。熱川では温泉櫓や桟橋などをライトア

ップして夜の温泉街を彩ります。稲取では漁港周辺をライトアップして水面に映り込む揺れる

灯りの光がとても幻想的です。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 ライトアップを活用した様々な夜の街散策プラン造成が可能。 

【設定日及び時間】 2020 年 4 月～9 月 日没～23:00 頃 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】  

【開催場所（集合場所）】 熱川温泉街、稲取温泉漁港周辺 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町熱川、稲取 

【販売価格】 ― 

【販売手数料】 ― 

【旅行会社特典】 ― 

【手仕舞日】 ― 

【最少催行人員】 ― 

【定員】 ― 

【交通アクセス】 
電車：伊豆急行線伊豆熱川駅下車すぐ、伊豆稲取駅下車徒歩 5 分。 

お車：国道 135 号線熱川温泉入口看板・稲取温泉入口看板より。 

【問合せ】 （一社）東伊豆町観光協会 ℡：0557-95-0700 

【設定可能期間】  通年 

熱川温泉櫓ライトアップ 

稲取漁港周辺ライトアップ 
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2019 年 9 月 18 日現在 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

「稲取細野高原山菜狩り」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 【内容】 
東京ドーム２６個分という広大な稲取細野高原の山菜狩り園にて春の味覚のわらびやぜん

まいなどの山菜が採り放題です。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

■マイカー・タクシーの場合 

【国道 135 号線稲取温泉入口より】 →   車  →  【稲取細野高原山菜狩り園】 

                          （15 分)         8:00～15:00 

※町内観光協会・旅館組合加盟宿泊施設には入山割引券(大人 200 円割引、小人 100 円割引)を配

布。※山菜狩り園受付事務所にて入山者に山菜を入れるビニール袋を提供（数に限りあり） 

※タクシーの場合でのタクシー代は伊豆稲取駅より片道約 1,800 円程です。 

【設定日及び時間】 2020 年 4 月中旬～5 月上旬 8:00～15:00 （雨天中止） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】  

【開催場所（集合場所）】 稲取細野高原山菜狩り園 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 3150-3 

【販売価格】 大人（中学生以上）500 円、子ども（小学生）200 円 （予定） 

【販売手数料】 ― 

【旅行会社特典】 ― 

【手仕舞日】 ― 

【最少催行人員】 ― 

【定員】 ― 

【交通アクセス】 
電車：伊豆急行線伊豆稲取駅下車、駅前タクシーで 15 分。 

お車：国道 135 号線稲取細野高原入口看板より 15 分。 

【問合せ】 （一社）東伊豆町観光協会 ℡：0557-95-0700 

【設定可能期間】  ４～５月 

家族で楽しめる山菜狩り（わらび・ぜんまい） 
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2019 年 9 月 18 日現在 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

「ほたる観賞」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 
【内容】 

①大川竹ヶ沢公園と②奈良本けやき公園にて、幻想的かつ神秘的で美しいほたるの乱舞が

観賞できます。①では、ほたる観賞の他、ちょうちんウォークやほたる市（夜店）等が出て賑

わい、DC 特典として、平日に浴衣で来場したお客様に粗品をプレゼントします。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

①【ほたる特設駐車場又は伊豆大川駅出発】  → ほたるバス送迎 → 

19:00～20:00               （10 分/ピストン）         

→ほたる観賞(竹ヶ沢公園)  → ほたるバス送迎 → 【ほたる特設駐車場又は伊豆大川駅】 

19:30～21:00         （10 分/ピストン）          20:00～21:00 

②は会場の駐車場が狭いので、近辺の旅館では宿泊者を宿の車で現地へ送迎 

【宿送迎】 → ほたる観賞（奈良本けやき公園 → 【宿送迎】    

【設定日及び時間】 ①2020 年 5／30（土）～6／10（水）（予定）、②5 月中旬～6 月上旬 19:30～21:00 （雨天中止） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 60～90 分 

【開催場所（集合場所）】 東伊豆町 ①大川竹ヶ沢公園 ②奈良本けやき公園 

【所在地】 ① 静岡県賀茂郡東伊豆町大川 802-3 ②東伊豆町奈良本 

【販売価格】 ほたる育成協力金 200 円のご協力のお願いあり 

【販売手数料】 ― 

【旅行会社特典】 ①は DC 特典として、平日に浴衣で来場したお客様に粗品をプレゼントします。 

【手仕舞日】 ― 

【最少催行人員】 ― 

【定員】 ― 

【交通アクセス】 

①電車：伊豆急行線伊豆大川駅よりほたるシャトルバスで 5 分 

お車：国道 135 号線大川温泉入口駐車場よりほたるシャトルバスで 10 分。 

②近辺の宿より会場まで送迎（宿によっては送迎可否の場合あり） 

【問合せ】 ①（一社）東伊豆町観光協会 ℡：0557-95-0700 ②熱川温泉観光協会 ℡：0557-23-1505 

【設定可能期間】  ５月～６月 
ほたる市

(夜店) 

ほたる観賞（イメージ画） 
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2019 年 9 月 18 日現在 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

「カニのひっこくり大作戦」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 9 月 18 日現在 

【内容】 

長い棒の先に仕掛けを細工した「ひっこくり」の棒を使って磯のカニを獲る稲取ならでは漁法

を体験いただきます。海の潮の状況によっては会場が変更する場合ございます。体験は要

予約となります。（※許可を得た専門の講師がつきます） 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

【伊豆稲取駅】 → タクシーで 3 分 → 【稲取旅館組合駐車場（集合）】  → 徒歩 2 分 →  

【稲取池尻海岸（カニのひっこくり体験）】 → タクシーで 3 分 → 【伊豆稲取駅】     

（ひっこくり体験 2 時間）                           

 ※日によって体験開始時間が異なりますので事前確認が必要です。（開始時間：9:00～13:30） 

【設定日及び時間】 2020 年 4 月下旬～6 月下旬 9:00～15:00 （雨天中止） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 ２時間 

【開催場所（集合場所）】 東伊豆町稲取池尻海岸（稲取温泉旅館組合前集合） 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 

【販売価格】 1,940 円（税込）／名 （餌・竿レンタル・ガイド料が含まれます） 

【販売手数料】 １０％＝１９０円 

【旅行会社特典】 なし  

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 ２名 

【定員】 ６名 ※団体の場合は要相談 

【交通アクセス】 
電車：伊豆急行線伊豆稲取駅より徒歩 15 分。 

お車：国道 135 号線稲取温泉入口看板より 3 分。 

【問合せ】 稲取温泉合同会社 ℡：0557-95-1157 

【設定可能期間】  ４月～６月 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

「雛のつるし飾り制作体験」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

江戸時代より伝えられている伝統の「雛のつるし飾り」を、発祥の地である稲取にて教わる人

気の製作体験。1,080 円～(材料 540 円＋受講料 540 円) 予約がなくても体験できるが大人

数の場合は事前にお問合せ下さい。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

■電車の場合 

【伊豆稲取駅】     →      【雛のつるし飾り製作体験（絹の会）】    →    【伊豆稲取駅】 

 （徒歩 10 分）       （所要時間 1 時間～）      （徒歩 10 分）  

■車の場合 

【国道 135 号稲取温泉入口看板】   →    【雛のつるし飾り製作体験（絹の会）】  

（2 分）   （所要時間 1 時間～／駐車場あり） 

【設定日及び時間】 通年 ９：３０～１８：００（最終受付１７：００） 毎週火曜日定休 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約６０分 

【開催場所（集合場所）】 雛のつるし飾り制作体験「絹の会」 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 429 

【販売価格】 1,050 円（制作キット 514 円＋受講料 540 円）～／名 

【販売手数料】 １０％＝１００円 

【旅行会社特典】 なし  

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 １名 

【定員】 ２０名 ※大人数の場合は要相談 

【交通アクセス】 
電車：伊豆急行線伊豆稲取駅より徒歩 5 分。 

お車：国道 135 号線稲取温泉入口看板より 3 分。 

【問合せ】 雛のつるし飾り制作体験「絹の会」 ℡：0557-95-0722 

【設定可能期間】  通年 

一針一針心を込めて縫います 
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2019 年 9 月 18 日現在 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

「パラグライダー体験」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 
大空へのチャレンジ！初心者向けの半日体験コースや、インストラクターと一緒に飛ぶタン

デムコースなど、伊豆の大空散歩を楽しもう。要事前予約(状況によっては当日受付も可)。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

【1】半日体験コース、【2】タンデムフライト、【3】半日体験＆タンデムコース 

■電車の場合(※事前予約の場合は駅まで送迎車あり) 

【伊豆稲取駅】  →  車送迎（要予約） →  【伊豆フライトハウス（稲取細野高原）】 

【1】【2】 09:30        （15 分）                10:00～12:00（2 時間）  

【2】 12:30         （15 分）                  13:00～15:00（2 時間） 

【3】 09:30          （15 分）              10:00～15:00（5 時間） 

【設定日及び時間】 通年 １０：００～１５：００ 毎週木曜日定休 ※荒天時中止 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 2 時間～ 

【開催場所（集合場所）】 東伊豆町稲取細野高原 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 3150－3 

【販売価格】 
半日体験コース 6,500 円/名、タンデムフライト 12,000 円/名、 

半日体験＆タンデムコース 16,500 円/名（レッスン・レンタル・保険料含む） 

【販売手数料】 １０％ 

【旅行会社特典】 フクロウとの記念撮影（５００円） 

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 １名（基本予約制ですが対応出来るときなら当日も可） 

【定員】 １０名 ※大人数の場合は要相談 

【交通アクセス】 
電車：伊豆急行線伊豆稲取駅下車、駅前タクシーで 15 分。 

お車：国道 135 号線稲取細野高原入口看板より 15 分。 

【問合せ】 伊豆フライトハウス ℡：0557-95-0220 

【設定可能期間】  通年 

初心者でも楽しめる空散歩 
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2019 年 9 月 18 日現在 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

「手ぶらで堤防釣り体験」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 
稲取漁港前の釣具店で釣り道具を一式(餌付き)を貸し出ししますので手ぶらにて漁港堤防

釣りを体験できます 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
【伊豆稲取駅】 → （徒歩 5 分） →  【稲取漁港前（釣具屋/安貞℡95-2453】  →  

→ 釣り道具一式をレンタルし堤防釣りを体験(所要時間 1～2 時間)→ 徒歩 5 分 → 【伊豆稲取駅】  

【設定日及び時間】 通年 ７：００～１７：００ 不定休 （１６：００までに道具を返却） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 60～120 分 

【開催場所（集合場所）】 東伊豆町稲取漁港堤防（釣具店「安貞丸」） 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 355 

【販売価格】 釣り道具一式(餌付き)レンタル料 2,000 円 

【販売手数料】 なし 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】  

【最少催行人員】 １名 

【定員】 ２０名  

【交通アクセス】 
電車：伊豆急行線伊豆稲取駅より徒歩 5 分。 

お車：国道 135 号線稲取温泉入口看板より 3 分。 

【問合せ】 釣具店「安貞丸」 ℡：0557-95-2453 

【設定可能期間】  通年 

子供も楽しめる堤防釣り 
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2019 年 9 月 18 日現在 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

「体験水中ダイビング」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 
伊豆の青い海で初心者の方でもインストラクター付き添いのもと安心してできる海中体験ダ

イビングです。その他ライセンス取得者が体験できるファンダイブなども楽しめます。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 各ダイビングセンターへお問い合わせください。 

【設定日及び時間】 通年 ９：３０～１６：００ 不定休 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約３時間 

【開催場所（集合場所）】 ①北川ダイビングサービス ②熱川ダイビングサービス ③稲取マリンスポーツセンター 

【所在地】 東伊豆町 ①奈良本１１２１ ②奈良本１２３７－６５－１Ｆ ③稲取１９６５－６ 

【販売価格】 12,960 円～(10 歳以上) 

【販売手数料】  

【旅行会社特典】 ― 

【手仕舞日】 ― 

【最少催行人員】 2 名～ 

【定員】 要相談 

【交通アクセス】 
電車：伊豆急行線伊豆北川駅、伊豆熱川駅、伊豆稲取駅より 

お車：国道 135 号線北川温泉、熱川温泉、稲取温泉入口より 

【問合せ】 ①0557-22-0069  ②0557-23-2050  ③0557-95-3532 

【設定可能期間】  通年 
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2019 年 9 月 18 日現在 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

「ガラスアート体験教室」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

【内容】 
イタリアのヴェネチアンガラスやドイツ製ガラスを自由に使ってペンダントやストラップなどのオリジナ

ル作品を制作体験。 

【設定日及び時間】 通年 10:00～16:00  不定休 

【設定日以外の催行可否】 不 可  ・  相談可能                   ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 10 分～ 

【開催場所（集合場所）】 伊豆ガラスアート体験教室白田本店 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町白田 747 

【販売価格】 はしおき 862 円～（その他、お皿、フォトフレーム、ストラップ、灰皿など） 

【販売手数料】 お問合せください。 

【旅行会社特典】 お問合せください。 

【手仕舞日】 お問合せください。 

【最少催行人員】 1 名 

【定員】 体験人数が多い場合は事前にお問合せください 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 ― 

【交通アクセス】 
電車：伊豆急行線片瀬白田駅よりタクシーで約 7 分 

お車：国道 135 号線白田温泉入口看板より 5 分 

【問合せ】 
伊豆ガラスアート白田本店教室 

住所：東伊豆町白田 747  TEL：0557-23-4832 

【設定可能期間】  通年 

ガラスアート制作体験 

 

ガラスアート作品 
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2019 年 9 月 18 日現在 

 静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

「クリアキャンドル体験」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

  

【内容】 

クリアキャンドル体 験 、ガラスアート体 験 、デコオルゴール体 験 、ハーバリウム体 験 と

四 種 類 の体 験 メニューをお楽 しみいただけます！その他ドリンクやデザートが食せる茶房

や、ワンちゃんも一 緒 に楽 しめるワンプランなどあり。  

【設定日及び時間】 通年 9：30～17：00（最終受付 16:00） 年中無休 

【設定日以外の催行可否】 不 可  ・  相談可能                   ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 40 分～60 分 

【開催場所（集合場所）】 茶房＆体験工房さくら坂 

【所在地】 東伊豆町奈良本 1271 

【販売価格】 1,050 円～ 

【販売手数料】 お問合せください。 

【旅行会社特典】 お問合せください。 

【手仕舞日】 お問合せください。 

【最少催行人員】 1 名 

【定員】 80 名まで（体験人数が多い場合は事前にお問合せください） 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 ― 

【交通アクセス】 
電車：伊豆急行線伊豆熱川駅から徒歩 2 分 

お車：国道 135 号線熱川温泉入口より 2 分 

【問合せ】 
茶房＆体験工房さくら坂 

住所：賀茂郡東伊豆町奈良本１２７１  ＴＥＬ：0557-22-5566 

【設定可能期間】  通年 

 

クリアキャンドル制作 

 
クリアキャンドル作品など 
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2019 年 9 月 18 日現在 

静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：東伊豆町 

「ハーブ体験教室」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

  

【内容】 
オリジナルアロマインセンス、ハーブソープ、ラベンダースティックなどの制作体験が楽しめます。団体

の場合は要予約。体験の他、1,200 坪のハーブ園やティールーム、グッズ販売もございます。 

【設定日及び時間】 通年 9:00～17:00  毎週火・水定休日 

【設定日以外の催行可否】 不 可  ・  相談可能                   ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 60～90 分 （※１週間前までに要予約） 

【開催場所（集合場所）】 熱川ハーブテラス 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 276 

【販売価格】 オリジナルアロマインセンス作り 1,080 円～ 

【販売手数料】 お問合せください。 

【旅行会社特典】 お問合せください。 

【手仕舞日】 お問合せください。 

【最少催行人員】 1 名 

【定員】 30 名まで 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 ― 

【交通アクセス】 
電車：伊豆急行線伊豆熱川駅よりタクシーで 3 分 

お車：国道 135 号線熱川温泉入口より 3 分 

【問合せ】 
熱川ハーブテラス 

住所：東伊豆町奈良本 276  TEL：0557-23-1246 

【設定可能期間】  通年 毎週火・水定休日 

 

熱川ハーブテラス 

 

ハーブ制作体験 
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①静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～9 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：東伊豆町 

企画タイトル：伊豆アニマルキングダム「ナイトサファリ２０２０」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

夜だからこそ見え隠れする動物たちの生態にせまるナイトサファリガイドツ

アーを実施します。期間中はソフトドリンクサービスや稲取文化公園～伊豆

アニマルキングダム間の無料夜間送迎シャトルを運行します。（予定） 

【DC 期間中の設定日時】 
2020 年 8 月上旬～下旬 18：00～22：00 

（昼間営業時間からの継続滞在も可） 

【設定日以外の受入可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 60 分 

【開催場所（集合場所）】 伊豆アニマルキングダム 

【所在地】 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 3344 

【販売価格】 18：00 以降の入園料 大人 1,800 円、子供 900 円 

【販売手数料】 ― 

【AGT 特典】 ― 

【最少催行人員】 1 名～ 

【定員】 ― 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
園職員がガイドしながら夜間の動物園をご案内してまわります。ホワイトタイガーの

餌付け体験（有料）なども楽しめます。 

【交通アクセス】 
国道 135 号線稲取温泉入口より車で 8 分。 

稲取文化公園より伊豆アニマルキングダムｊ行き夜間無料バスで 10 分。 

【問合せ】 伊豆アニマルキングダム 0557-95-3535 

【設定可能期間】   ８月（夏休み期間中の特別企画の為）  

夜の動物の生態 

ナイトサファリガイドツアー 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名： 市町名： 河津町観光協会 

企画タイトル：河津七滝ぶらぶら散策ガイドと大願成就 

団体向け ・  個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

河津では滝のことを“たる”と呼んでいます。 河津七滝も“かわづななだる” 

それぞれが個性あふれる姿で魅了する滝を巡ればマイナスイオン効果で身も心も爽快に！！ 

初景滝では、開運、出世あやかりで有名なパワースポット「願い石」のもご案内します。 

大地のなりたちがわかるジオサイトが点在伊豆の成り立ちを知り地球の躍動を感じてください。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

河津七滝バス停出発   大滝→出合滝→かに滝→初景滝→へび滝→えび滝→、釜滝→河津七滝

バス停    ＊ 起伏に富んでいる為お客様の体力等考慮し調整可能です。 

 

【設定日及び時間】 4 月 1 日～6 月 30 日 毎日 10：30～ 1 日 1 回 10 名まで  時間、人数は要相談 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 ９０分  （七滝全部見学の場合） 

【開催場所（集合場所）】 七滝観光センター   南伊豆東海バス 河津七滝バス停下車すぐ 

【所在地】 河津町梨本 379-13 

【販売価格】 ５００円／名           ※お子供は要相談 

【販売手数料】 １０％ ＝５０円  

【旅行会社特典】                                           ※具体的な内容を記載してください。  

【手仕舞日】 
※団体の場合：参加人数確定日、個人の場合：旅行会社経由での予約締切日 

 

【最少催行人員】 ２名                      ※個人向けの場合は、2 名催行の設定としてください。 

【定員】 １０名／回                  ※団体向けの場合も対応可 

【交通アクセス】 
伊豆急行線河津駅下車 南伊豆東海バス修善寺行き２５分 河津七滝下車 

 

【問合せ】 
河津町観光協会内 かわづふるさと案内人会  担当者  斎藤恵子 

電話 ０５５８－３２－０２９０ 

【設定可能期間】  通年 

 

ふるさと案内人のご案内 

 

  

河津七滝  “初景滝” 
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静岡アフターデスティネーションキャンペーン商品企画シート                         南伊豆町（伊豆） 

シーカヤック DC 限定 ・ 初登場（開催）  

日帰り ・ 宿泊 個人のみ ・ 個人及び団体 手数料 （ あり・ なし ） AGT 特典 （ あり ・ なし ） 

 ↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。 

【内容】 

認定ジオガイドによるシーカヤックで伊豆の自然を体感できます。波が穏や

かでマリンレジャーにオススメな海水浴場等を満喫しませんか。キレイな海

と迫力ある海岸線の魅力的なポイントへガイドがご案内いたします。ガイド

がおりますので、初めての方でも安心です。 

【DC 期間中の設定日 

及び時間】 

4 月 1 日～6 月 30 日 ※毎日開催 

【設定日以外の催行可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 180 分 

【開催場所（集合場所）】 弓ヶ浜又は子浦など 

【所在地】 南伊豆町湊 961-1 

【販売価格】 12,500 円／名 

【販売手数料】 10％＝1,250 円 

【AGT 特典】 なし 

【最少催行人員】 1 名 

【定員】 10 名／回 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
JR○○駅利用  発地  －  （行程）  － 着地 

※ツアーの場合、行程内の移動手段も記載 

【交通アクセス】 伊豆急下田駅より石廊崎行きバス乗換湊農協前バス停下車徒歩すぐ 

【問合せ】 
サーフェイス 

電話 0558-62-2114（090-7817-4000） 
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静岡アフターデスティネーションキャンペーン商品企画シート                         南伊豆町（伊豆） 

SUP DC 限定 ・ 初登場（開催）  

日帰り ・ 宿泊 個人のみ ・ 個人及び団体 手数料 （ あり・ なし ） AGT 特典 （ あり ・ なし ） 

 ↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。 

【内容】 

新たなマリンスポーツとして大人気のスタンドアップパドル（SUP）はカヌーと

サーフィンの良いとこどりのスポーツです。波が穏やかな海、白い砂浜、美

しい海岸線、SUP に最適な弓ヶ浜や青野川などで SUP を体験体感してみ

ませんか！ 

【DC 期間中の設定日及び時間】 4 月～6 月 ※第 2・3 土日限定 

【設定日以外の催行可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 180 分（午前の部 9：00～12：00、午後の部 14：00～17：00） 

【開催場所（集合場所）】 弓ヶ浜又は青野川など 

【所在地】 南伊豆町湊 1130-30 

【販売価格】 12,500 円／名 

【販売手数料】 10％＝1,250 円 

【AGT 特典】 なし 

【最少催行人員】 1 名 

【定員】 10 名／回 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 JR○○駅利用  発地  －  （行程）  － 着地 

【交通アクセス】 伊豆急下田駅より石廊崎行きバス乗換向条バス停下車徒歩 2 分 

【問合せ】 e 73  電話 080－1559－1173 

【備考】 

※天候等によりコース変更あり  ※装備品レンタル込 

※要予約：締切日は 1 週間前 

※当日参加希望の場合は、9：00までご連絡いただき、午後の部にご参加いただけ

ます。 

【設定可能期間】   ４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年   ※該当するものに○を付けてください 
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静岡アフターデスティネーションキャンペーン商品企画シート                          南伊豆町（伊豆） 

馬と一緒に伊豆の田園を乗馬体験 DC 限定 ・ 初登場（開催）  

日帰り ・ 宿泊 個人のみ ・ 個人及び団体 手数料 （ あり・ なし ） AGT 特典 （ あり ・ なし ） 

 ↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。 

【内容】 

自然豊かな田園コースを馬と一緒に周遊するコース。南伊豆の景色を楽し

みながら、初めて馬に触れる方でも馬場を出て外で乗馬を体験できます。

良く調教された大人しい馬ばかりなので安心です。 

【DC 期間中の設定日 

及び時間】 
4 月～6 月 

【設定日以外の催行可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 60 分(レッスン 30 分含む) 

【開催場所（集合場所）】 南伊豆町上賀茂 

【所在地】 南伊豆町上賀茂 563 

【販売価格】 10,800 円／名 

【販売手数料】 10％＝1,080 円 

【AGT 特典】 なし 

【最少催行人員】 4 名 

【定員】 10 名／回 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
JR○○駅利用  発地  －  （行程）  － 着地 

※ツアーの場合、行程内の移動手段も記載 

【交通アクセス】 伊豆急下田駅より上賀茂行きバス乗換上賀茂バス停下車徒歩 1 分 

【問合せ】 伊豆下田乗馬クラブ  電話 0558－62－2919 

【備考】 

※条件によっては園内の乗馬となります。 

※除外日：4/29、5/3～5 

※1 回 4 名までのため、出発時間については要相談となります 

※営業時間：9：00～15：00 

【設定可能期間】   ４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年   ※該当するものに○を付けてください 
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静岡アフターデスティネーションキャンペーン商品企画シート                         南伊豆町（伊豆） 

旬な竹の子料理と竹の子狩り体験 DC 限定 ・ 初登場（開催） 

日帰り ・ 宿泊 個人のみ ・ 個人及び団体 手数料 （ あり・ なし ） AGT 特典 （ あり ・ なし ） 

 ↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。 

【内容】 
広大な竹林の中で、春の山の幸、竹の子狩りに挑戦！ここでしか味わえな

い掘りたて採りたての竹の子に舌鼓！竹の子の丸焼きもオススメです。 

【DC 期間中の設定日及び時間】 4 月 1 日(月）～5 月 5 日（日） 

【設定日以外の催行可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 60 分～90 分 ※悪天候の場合中止 

【開催場所（集合場所）】 一条竹の子村 

【所在地】 南伊豆町一條 717 

【販売価格】 大人 3,000 円／名、小人 2,650 円／名 

【販売手数料】 10％＝300 円 

【AGT 特典】 お土産に「竹の子 1 本（大人 1 ㎏、小人 500ℊ）」プレゼント 

【最少催行人員】 1 名 

【定員】 20 名／回 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
JR○○駅利用  発地  －  （行程）  － 着地 

※ツアーの場合、行程内の移動手段も記載 

【交通アクセス】 
伊豆急下田駅より大賀茂経由下賀茂行きバス乗換○○バス停下車徒歩

○○分 

【問合せ】 一条竹の子村  電話 0558－62－1583 

【備考】 

※竹の子狩り体験で採った竹の子は時価の値段で買い取りとなります 

※本商品の料理内容 

 「竹の子ご飯・竹の子味噌汁・竹の子かき揚げ・竹の子刺身・その他漬物等」 

※食堂の営業時間：10：30～14：30 頃 

※通常の営業時間：9：00～16：00 

※当日参加希望の場合、11：00 までにご連絡ください。 

※当日参加希望の団体様（20～30 名程度）は 9：00 までにご連絡ください。 
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【設定可能期間】   ４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年   ※該当するものに○を付けてください 

静岡アフターデスティネーションキャンペーン商品企画シート                         南伊豆町（伊豆） 

伊豆半島最南端で星空観賞会 DC 限定 ・ 初登場（開催）  

日帰り ・ 宿泊 個人のみ ・ 個人及び団体 手数料 （ あり・ なし ） AGT 特典 （ あり ・ なし ） 

 ↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。 

【内容】 

伊豆半島最南端の石廊崎にて星空観賞会を行います。街灯が無いため、

晴れた夜空には、様々な星座が見え、まさに天然のプラネタリウムといえる

場所です。星空愛好家の方による星座等のガイドも行います。 

【DC 期間中の設定日 

及び時間】 

※4～6 月 

※月 1 回開催 

【設定日以外の催行可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 60 分 

【開催場所（集合場所）】 石廊崎オーシャンパーク 

【所在地】 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎 546-5 

【販売価格】 1,000 円／名 

【販売手数料】 10％＝100 円 

【AGT 特典】 なし 

【最少催行人員】 5 名～最大 20 名まで 

【定員】 20 名／回 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【交通アクセス】 伊豆急下田駅より石廊崎行きバス乗換休暇村バス停下車徒歩 8 分 

【問合せ】 
一般社団法人 南伊豆町観光協会 桑原 弘行 

電話 0558－62－0141 

【備考】 ※天候不良の場合は中止となります 

【設定可能期間】   ４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年   ※該当するものに○を付けてください 
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静岡アフターデスティネーションキャンペーン商品企画シート                          南伊豆町（伊豆） 

スター☆ライト aiai DC 限定 ・ 初登場（開催）  

日帰り ・ 宿泊 個人のみ ・ 個人及び団体 手数料 （ あり・ なし ） AGT 特典 （ あり ・ なし ） 

 ↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。 

【内容】 

伊豆の最南端にあるユウスゲ公園から望む星空は知る人ぞ知るスポットで

す。海と星空がつながっているような錯覚を覚えるほどの絶景がここにはあ

ります。 

【DC 期間中の設定日及び時間】 4 月 25 日～5 月 31 日まで 

【設定日以外の催行可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 30 分 

【開催場所（集合場所）】 ユウスゲ公園 

【所在地】 南伊豆町入間 

【販売価格】 無料／名 

【販売手数料】 なし 

【AGT 特典】 なし 

【最少催行人員】 1 名～ 

【定員】 ○○名／回 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
JR○○駅利用  発地  －  （行程）  － 着地 

※ツアーの場合、行程内の移動手段も記載 

【交通アクセス】 JR○○駅より○○バス乗換○○バス停下車徒歩○○分 

【問合せ】 
一般社団法人 南伊豆町観光協会 桑原 弘行 

電話 0558－62－0141 

【備考】 ※明るさは弱いので、ご自分で明かり等をご用意ください。 

【設定可能期間】   ４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年   ※該当するものに○を付けてください 
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静岡アフターデスティネーションキャンペーン商品企画シート                          南伊豆町（伊豆） 

スカイランタンナイト in 南伊豆 DC 限定 ・ 初登場（開催）  

日帰り ・ 宿泊 個人のみ ・ 個人及び団体 手数料 （ あり・ なし ） AGT 特典 （ あり ・ なし ） 

 ↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。 

【内容】 

南伊豆町の星空を背景に LED スカイランタンを夜空へ打上げます。 

ひとりひとりの思いと共にたくさんのランタンが舞い、幻想的な雰囲気を演

出します。 

【DC 期間中の設定日及び時間】 4～6 月（各月 1 回開催予定） 

【設定日以外の催行可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 

60 分（18:00～20:00 開催予定） 

打上の目安時間 

4 月 25 日(土) 18：30～（日入 18：18）、 

5 月 23 日(土) 18：45～（日入 18：35） 

6 月 27 日(土) 19：00～（日入 19：00） 

【開催場所（集合場所）】 石廊崎オーシャンパーク（２回）、弓ヶ浜（１回）開催 

【所在地】 南伊豆町湊 

【販売価格】 
1,500 円／個 計 200 個 

※町内宿泊団体限定割引 1,200 円 

【販売手数料】 
10％＝150 円 

※町内宿泊団体限定割引適用となり、手数料は発生いたしません。 

【AGT 特典】 打ち上げたランタンをお持ち帰りいただけます。 

【最少催行人員】 50 名～ 

【定員】 200 名／回 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【交通アクセス】 伊豆急下田駅より下賀茂行きバス乗換九条橋バス停下車徒歩 3 分 

【問合せ】 
一般社団法人 南伊豆町観光協会 桑原 弘行 

電話 0558－62－0141 

【備考】 
※強風等により、場所を変更する場合があります。 

※当日受付のみとなります。 ※町内宿泊団体については事前予約必須 

【設定可能期間】   ４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年   ※該当するものに○を付けてください 
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静岡アフターデスティネーションキャンペーン商品企画シート                          南伊豆町（伊豆） 

いちご狩り体験 DC 限定 ・ 初登場（開催）  

日帰り ・ 宿泊 個人のみ ・ 個人及び団体 手数料 （ あり・ なし ） AGT 特典 （ あり ・ なし ） 

 ↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。 

【内容】 

可愛い苺達を赤ちゃんのように大切に大切に育てています。 

南伊豆の大自然の中で真っ赤に完熟した紅ほっぺを思う存分味わう。 

立ったままいちご狩りを楽しめる高設栽培で、どなたでも無理なく楽しめます。

肥料にもこだわっているため、人に優しく、環境にも優しい苺作りをしています。 

【DC 期間中の設定日及び時間】 4 月 1 日～5 月 6 日 ※毎日開催 

【設定日以外の催行可否】 不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能  ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 30 分食べ放題 

【開催場所（集合場所）】 Baby Berry Farm 

【所在地】 南伊豆町石井 96 

【販売価格】 大人 1,500 円、小人 1,000 円、3 歳未満無料／名 

【販売手数料】 10％＝大人 150 円、小人 100 円 

【AGT 特典】 なし 

【最少催行人員】 1 名～ 

【定員】 ○○名／回 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
JR○○駅利用  発地  －  （行程）  － 着地 

※ツアーの場合、行程内の移動手段も記載 

【交通アクセス】 伊豆急下田駅より天神原行きバス乗換分校口バス停下車徒歩 10 分 

【問合せ】 Baby Berry Farm  電話 090－7300－1115 

【備考】 

・火曜日定休（祝祭日の場合は営業いたします） 

・バリアフリー（トイレ以外） 

・苺本来の甘さをお楽しみいただくため、練乳はお出ししておりませんが、

持ち込み可能。 

【設定可能期間】   ４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年   ※該当するものに○を付けてください 
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2019 年度下期（10 月～3 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：松崎町 

企画タイトル： 伊豆唯一の人力車夫 島川さんがご案内する松崎の街歩きツアー 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

松崎町は小さな町ですが、なまこ壁の町並みや穏やかな港の風景などの素敵な魅力がいっぱい。 

ゆっくり歩くことで、松崎浪漫を楽しむことが出来ます。ご案内役は、伊豆唯一の人力車夫、島川誠さ

ん。思わぬハプニングに遭遇したり、町民の皆さんとのちょっとした触れ合いも、島川さんと一緒に 

お楽しみ下さい。 

【設定日及び時間】 １１月１日（金）～３月３１日（火）の全日  ９：００～１６：００ 

【設定日以外の催行可否】 不 可  ・  相談可能                   ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 ６０分 

【開催場所（集合場所）】 松崎町のなまこ壁通り周辺 （伊豆の長八美術館前の駐車場） 

【所在地】 賀茂郡松崎町松崎２３ 

【販売価格】 ⓔ３００円／名  

【販売手数料】 なし 

【旅行会社特典】 いづこいし（伊豆小石）で作った箸置きをプレゼント（蔵ら提供） 

【手仕舞日】 実施日の前日から起算してさかのぼって２１日前 

【最少催行人員】 ２５名 

【定員】 ４５名／回 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

伊豆の長八美術館Ｐ － 浜丁橋 － 松崎港（１５分自由行動）  － 蔵ら（１０分見学） 

－ ときわ大橋 － なまこ壁通り（１０分説明） － 伊豆の長八美術館Ｐ 

＊案内なしでただ歩いた場合は、約２０分のコースです 

【交通アクセス】 東海バス松崎ターミナルから、貸切バスで約５分 

【問合せ】 
一般社団法人ふじさん駿河湾フェリー 

ＴＥＬ054-340-5223 ＦＡＸ054-340-5224 

【設定可能期間】  通年 

 

 

人力車伊豆松崎組の島川誠さんが、皆さんと一緒

に歩いてご案内します 

  

石畳の小径沿いに続くなまこ壁の建物 
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2019 年度下期（10 月～3 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：松崎町 

企画タイトル： 生産量日本一！松崎町が誇る〝桜葉〟の物語 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

【内容】 

松崎町は桜餅などに使われる桜葉の生産量が日本一で、シェアは全国の７０％を誇ります。桜葉は

芳醇な香りと味が魅力ですが、なぜ、伊豆松崎が日本一の桜葉の里になったのか。このツアーでは

静かな港町の桜葉の物語に迫ります。また、桜葉を使って作られたクッキー、最中、アイスクリーム、 

そして桜葉餅を楽しんでいただく試食会もお楽しみいただきます。 

【設定日及び時間】 １０月１日（月）～３月３１日（火） の平日 １０：００～１２：００ 

【設定日以外の催行可否】 不 可  ・  相談可能                   ※該当するものに○を付けてください 

【所要時間】 １２０分 

【開催場所（集合場所）】 （株）松崎桜葉商店 第２工場 

【所在地】 賀茂郡松崎岩科北側 63 番３ 

【販売価格】 ⓔ２，０００円／名  

【販売手数料】 １０％  

【旅行会社特典】 松崎町名物「桑葉茶」のスティックを、お 1 人に２本プレゼント 

【手仕舞日】 実施日の前日から起算してさかのぼって２１日前 

【最少催行人員】 ２５名 

【定員】 ４５名／回 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

「（株）松崎桜葉商店 第２工場」の見学と説明（４５分）  －  「公共の宿まつざき荘」で 

 

桜葉食品の試食会（４０分）・ショッピング（２０分）  ＊移動時間は貸切バスで約１０分 

【交通アクセス】 東海バス松崎ターミナルから、貸切バスで約５分 

【問合せ】 
一般社団法人ふじさん駿河湾フェリー 

ＴＥＬ054-340-5223 ＦＡＸ054-340-5224 

【設定可能期間】  通年 

 

 
㈱松崎桜葉商店小泉顧問による松崎の桜葉

の秘密について解説あり！ 

  

松崎の銘産「桜葉餅」 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：西伊豆町 

西伊豆太古の海底火山ハイキング 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

【内容】 

奇岩の浮島海岸から絶景続きの燈明ヶ崎遊歩道をジオガイドと共に歩きます。数百万年前

の海底火山の痕跡を楽しみながら岬の名前の由来となった灯台跡を探しましょう。落人伝説

の残る供養塔、特攻基地跡などもあるコースです。昼食は郷土料理の「田子押し寿司弁当」

を味わっていただきます。販売金額半日コース＠2,300 子供＠1,300 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【設定日及び時間】 
令和 2 年 4 月 1 日（水）～6 月 30 日（火） 10:00～17:00 

※雨天中止 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 １８０分 

【開催場所（集合場所）】 浮島海岸駐車場 

【所在地】 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科２２１７番地 地先 

【販売価格】 半日コース 大人２，３００円／名 子ども１，３００円／名 

【販売手数料】 手数料 10％＝230 円 130 円 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】 申し込み締め切りは３日前 

【最少催行人員】 ５名 

【定員】 30 名／回 ※15 人を越えたらガイドは 2 人 

【交通アクセス】 伊豆急下田駅より西伊豆東海バス堂ヶ島バス停乗換浮島バス停下車徒歩 5 分 

【問合せ】 伊豆半島ジオガイド協会西海岸エリア ℡：0558-74-5423 

【設定可能期間】  ４月～６月 

 

 

画像３ 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：西伊豆町 

「瀬浜トンボロとジオクルーズ 堂ヶ島ブルーの海と洞窟」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

【内容】 

伊豆半島屈指の景勝地西伊豆堂ヶ島はジオパークとしても見所豊富なエリアです。干潮に

なると姿を現す海の道、瀬浜トンボロは運が良ければ象島まで渡れるかもしれません。ここ

をスタートに堂ヶ島までまず歩きましょう。その後はジオガイドが乗り込むジオクルーズで海

から海底火山の多様な痕跡を堪能します。青の洞窟、天窓洞の中は生涯忘れられない眺

め、気の遠くなるほどの長い年月をかけて造り出された自然の美に圧倒されます。昼食には

ご当地グルメ、しおかつおうどんやしおかつお茶漬けをお楽しみください。鰹節削りやところ

てん突きも体験してオリジナルな食事をどうぞ。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

JR 三島駅伊豆箱根鉄道修善寺駅 西伊豆東海バス修善寺発堂ヶ島着      

伊豆急下田駅 西伊豆東海バス下田発堂ヶ島着    ※駐車場あり 

10:30 集合 場所（出発地）：堂ヶ島「加山雄三ミュージアム無料 P 駐車場」・・・徒歩移動・・・瀬浜

トンボロ⇒薬師堂⇒12:00 堂ヶ島ジオクルーズ…12:55 昼食（ランチクーポン・鰹節削り、ところて

ん突き）⇒14:00 解散 ※チャーターの場合、時間は要相談 

【設定日及び時間】 
令和２年４月１日（水）～６月３０日（火）中の毎土曜日 午前 10:30～※GW は除外  

平日・日曜日・祝日 午前 10:30 チャーター便になります  

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 １８０分 

【開催場所（集合場所）】 加山雄三ミュージアム駐車場 

【所在地】 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科 2048-1 

【販売価格】 大人４，５００円／名 子ども３，５００円／名 

【販売手数料】 １０％＝４５０円、（子ども３５０円） 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】 申し込み締め切り 3 日前 

【最少催行人員】 ２０名 

【定員】 ４０名 

【交通アクセス】 伊豆急下田駅より西伊豆東海バスにて堂ヶ島バス停下車徒歩 1 分 

【問合せ】 伊豆半島ジオガイド協会西海岸エリア ℡：0558-74-5423 

【設定可能期間】  通年 

堂ヶ島 海底火山の痕跡 

瀬浜トンボロ 

青の洞窟 天窓洞 
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静岡 DC アフターキャンペーン（20204 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：西伊豆町 

「わくわくの渡し舟 巾着港安良里からアロエの今山遊歩道を歩く フィナーレは日本一の夕陽を切り撮る」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

【内容】 

・巾着港と言われる安良里漁港を渡し船で渡る。 

・砂嘴である網屋崎で往時のイルカ漁の痕跡と津波に耐えたウバメガシ、マングロー

ブ化したハマボウの群落を抜ける 

・アロエの花（12 月から 1 月）と駿河湾の絶景、黄金崎と富士山を見ながらを安良里

から今山遊歩道を歩いて大田子へ。 

・終点の大田子の夕陽デッキで日本一の夕陽を眺める。西伊豆町夕陽フォトコンテ

ストの入賞者のアドバイスで夕陽写真撮影に挑戦。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 13:00 安良里漁協…渡し船…⇒網屋崎⇒14:00 今山遊歩道⇒15:30 夕陽デッキ…写真指導 

【設定日及び時間】 令和 2 年 4 月 1 日（水）～6 月 30 日（火） 14:00～17:30 頃 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 3 時間 30 分 

【開催場所（集合場所）】 安良里漁協 

【所在地】 静岡県賀茂郡西伊豆町安良里 556-3 

【販売価格】 大人３，０００円／名 子ども２，０００円／名 

【販売手数料】 １０％＝３００円、（子ども２００円） 

【旅行会社特典】 西伊豆町夕陽ポストカード付 

【手仕舞日】 申し込み締め切り 3 日前 

【最少催行人員】 ５名 

【定員】 ４０名 

【交通アクセス】 伊豆急下田駅より西伊豆東海バス（堂ヶ島乗換）安良里バス停下車徒歩 1 分 

【問合せ】 伊豆半島ジオガイド協会西海岸エリア ℡：0557-74-5423 

【設定可能期間】  通年 

安良里漁港 

大田子の夕陽 

今山遊歩道から 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：西伊豆町 

「西伊豆町古代のロマン 堂ヶ島から造船伝説の枯野公園を歩く」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

【内容】 

・一級の景勝地堂ヶ島をその成り立ち、海底火山の証拠を見つけながらジオガイドと

散策。 

・日本書紀に登場する乗浜・鍛冶屋浜・枯野公園をジオの視点で歩く。 

・車も通れないような漁村の中を歩いて岸壁に彫られた線刻仏画を見る。 

・仁科漁協直営売店（食堂）でランチクーポン。いかさま丼 

・夕陽丼・漁協売店での買い物を楽しむ。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
10:00 堂ヶ島園地⇒11:00 乗浜⇒沢田集落⇒白岩山（岸壁窟画）⇒沢田公園⇒枯野公園（鍛冶屋

浜）⇒船溜まり⇒沢田集落⇒12:15 仁科漁協…昼食 クーポン券つき…買い物…13:00 解散 

【設定日及び時間】 令和 2 年 4 月 1 日（水）～6 月 30 日（火）  

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 １８０分 

【開催場所（集合場所）】 西伊豆町観光教会前 

【所在地】 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科 2910-2 

【販売価格】 大人３，０００円／名 子ども２，０００円  

【販売手数料】 １０％＝３００円（子ども２００円） 

【旅行会社特典】 なし  

【手仕舞日】 申し込み締め切り 3 日前 

【最少催行人員】 ２名 

【定員】 ３０名 

【交通アクセス】 伊豆急下田駅より西伊豆東海バス堂ヶ島バス停下車徒歩 1 分 

【問合せ】 伊豆半島ジオガイド協会西海岸エリア ℡：0558-74-5423 

【設定可能期間】  通年 

枯野公園 

堂ヶ島 

白岩山岸壁窟画 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：西伊豆町 

「西伊豆 安良里漁港 【係船釣り】」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 
【内容】 

ファミリー、グループ、カップル、釣りマニアの方、どなたでもお楽しみいただけます。年間を

通じて穏やかな安良里港内に 2 隻の係留船があります。係留船までは漁協前岸壁から渡船

を致します（2～3 分）釣った魚はご自由にお持ち帰り頂けます。釣り道具を支度してきて本格

的に釣るも良し。初心者の方には貸し竿、釣り餌等のご用意もあります（共に有料） 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

■電車ご利用の場合 

伊豆箱根鉄道修善寺駅→東海バス（堂ヶ島方面）・安良里バス停下車（所要時間 80 分）→

伊豆漁協安良里支所集合（バス停より徒歩 1 分）   

■お車ご利用の場合 

東名沼津より約 1 時間 20 分 

■体験スケジュール 

受付、事前精算、トイレ等→係留船まで渡船（2～3 分）→釣りをご自由にお楽しみください（2

時間 30 分）→船でお迎え→解散 

【設定日及び時間】 ①令和 2 年 4 月 1 日（火）～6 月 30 日（水） 午前：9 時～11 時 30 分 午後：12 時 30 分～15 時  

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                          

【所要時間】 ２時間３０分 

【開催場所（集合場所）】 安良里漁港 

【所在地】 静岡県賀茂郡西伊豆町安良里 655-6 

【販売価格】 大人２，０００円／名 子ども１，０００円／名 幼児８００円／名 

【販売手数料】 １０％＝大人２００円 子ども１００円 幼児８０円 

【旅行会社特典】 なし  

【手仕舞日】 前日まで 

【最少催行人員】 ２名 

【定員】 ２０名 

【交通アクセス】 伊豆急下田駅より西伊豆東海バス（堂ヶ島乗換）安良里バス停下車徒歩 1 分 

【問合せ】 伊豆漁業協同組合安良里支所 ℡：0558-56-0201 

【設定可能期間】  通年 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：西伊豆町 

「一面のお花畑をノルディックウォーキング」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

公認ジオガイドと一緒に歩くヘルス＆スタディなノルディックウォーキングです。季節

限定､春の日差しを浴びながら､ゆっくり、お花散歩しましょう。ゴールデンウィークな

らお花が摘み放題！販売金額＠2,500※ノルディックポールレンタル＠500 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【設定日及び時間】 
令和 2 年 4 月 1 日（火）～6 月 30 日（水） （水曜日を除く）  

※完全予約制 13:15～15:00（受付 13:00～） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 １時間４５分 

【開催場所（集合場所）】 松崎町道の駅三聖苑 

【所在地】 〒410-3604 静岡県賀茂郡松崎町大澤２０−１ 

【販売価格】 ２，５００円／名 ※ノルディックポールレンタル５００円／名 

【販売手数料】 手数料 10％ 

【旅行会社特典】 なし  

【手仕舞日】 ５日前 

【最少催行人員】 ２名 

【定員】 １０名 

【交通アクセス】 伊豆急下田駅～花の三聖苑（４１分 １，０５０円） 

【問合せ】 NPO 法人伊豆自然学校 ℡：0558-52-0080 

【設定可能期間】  通年 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：西伊豆町 

「ぶら～り堂ヶ島 お散歩ジオガイド」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

【内容】 

切り立った白い崖、そして美しく刻まれている縞模様の地層が美しい風光明美な堂ヶ

島。ただ眺めるだけでなく分からない、気づかない別の見方ができるガイドツアーで

す。伊豆半島ジオガイド協会公認ジオガイドがご案内致します。販売金額＠1,500 子

供＠750 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

堂ヶ島ビジターセンター（堂ヶ島ピアドーム天窓）に開催時間の 15 分前に集合 45 分

間の地球の旅に出かけます 

下田駅→堂ヶ島（東海バス ５８分 １，４００円） 

修善寺駅→堂ヶ島（東海バス ９２分 ２，０３０円） 

【設定日及び時間】 
令和 2 年 4 月 1 日（火）～6 月 30 日（水）（水曜日を除く） ※完全予約制午前コース 10:00～11:00（受

付 9:45～） 午後コース 14:00～15:00（受付 13:45～） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約６０分 

【開催場所（集合場所）】 堂ヶ島ビジターセンター 

【所在地】 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科 2097-1 

【販売価格】 大人１，５００円／名 子ども７５０円／名 

【販売手数料】 手数料 10％ 

【旅行会社特典】 なし  

【手仕舞日】 ５日前 

【最少催行人員】 ４名 

【定員】 １０名  

【交通アクセス】 下田駅→堂ヶ島（東海バス ５８分 １，４００円） 

【問合せ】 NPO 法人伊豆自然学校 ℡：0558-52-0080 

【設定可能期間】  通年 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：西伊豆町 

「サンセット 天窓洞カヤックツアー」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

ガイドインストラクターと行く、手軽に楽しめるシーカヤック体験です。堂ヶ島をぐるり

と回るミニツアー、海況が良ければ天窓洞にイン。西伊豆の海を思う存分楽しんでみ

ましょう。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

スケジュール西伊豆町仁科「堂ヶ島乗浜海岸」に 17:00 集合 

◎34.778172, 138.768023（緯度経度をナビに入力してください） 

※海況が悪い場合は堂ヶ島湾内のみ（天窓洞は入りません） 

下田駅→乗浜（東海バス ５７分 １，４００円） 

【設定日及び時間】 令和 2 年 4 月 1 日（火）～6 月 30 日（水） 17:15～18:00※水曜日を除く毎日開催／要予約 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 ４５分 

【開催場所（集合場所）】 西伊豆町乗浜海岸 17:00 集合 

【所在地】 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科２０９７－１ 

【販売価格】 ３，０００円／名 子ども同額 

【販売手数料】 １０％＝３００円 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】 ５日前 

【最少催行人員】 ４名 

【定員】 １４名 

【交通アクセス】 
下田駅→乗浜（東海バス ５７分 １，４００円） 

修善寺駅→乗浜（東海バス ９３分 ２，０６０円） 

【問合せ】 NPO 法人伊豆自然学校 ℡：0558-52-0080 

【設定可能期間】  通年 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：西伊豆町 

「トンボロ渡りと西伊豆水族館で自然観察」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

普段は海に浮かぶ三四郎島、干潮になると海の中から道が現れて陸とつながりま

す。これをトンボロ現象と呼び、伊豆半島でも唯一なスペシャルプログラム「トンボロ

渡り」が体験できます。ここでしかできない貴重な体験です。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

堂ヶ島三四郎島「伝兵衛島タイドプール（潮だまり）」に開催時間の 15 分前に集合（※集合場

所は堂ヶ島温泉ホテルではありません） 

◎国道 135 号線「堂ヶ島温泉ホテル前の駐車場（通称ポケットパーキング）」*8 台駐車可/無

料 ◎国道路側帯（海側）も駐車可です。 

下田駅→瀬浜（東海バス ５９分 １，４３０円） 

修善寺駅→瀬浜（東海バス ９１分 ２，０３０円） 

【設定日及び時間】 
令和 2 年 4 月 1 日（火）～6 月 30 日（水）の内大潮、中潮の日 ※干潮時間帯と潮位により開催でき

ない日があります。 お問合せ下さい。 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 干潮時間に合わせ２時間程度 

【開催場所（集合場所）】 西伊豆町 国道１３６号「堂ヶ島温泉ホテル側花壇内駐車場」 

【所在地】 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科（堂ヶ島）瀬浜バス停から北側 20m 先 

【販売価格】 ２，７００円／名 ※レンタル器材、ガイド指導料、保険代込 

【販売手数料】 １０％＝２７０円 

【旅行会社特典】 魚捕り用の網、水槽ケース、ミニ図鑑、記録ノートをプレゼント 

【手仕舞日】 ５日前 

【最少催行人員】 ３名 

【定員】 １０名 

【交通アクセス】 
下田駅→瀬浜（東海バス ５９分 １，４３０円） 

修善寺駅→瀬浜（東海バス ９１分 ２，０３０円） 

【問合せ】 NPO 法人伊豆自然学校 ℡：0558-52-0080 

【設定可能期間】  ４月～９月 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：西伊豆町 

「西伊豆わくわくカヤック探検隊」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

公認ジオガイドでもある名物ガイド、たっちゃんが皆さんをご案内いたします。初めて

カヤック体験する方、ご安心してください。安定性抜群のシットオン・タイプです。身長

130cm までなら 3 人乗りも OK。家族全員で一緒に楽しめます。販売金額＠8,600 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

西伊豆町田子「大田子海岸･夕陽展望テラス」に開催時間の 15 分前に集合 

◎34.809619, 138.765769（緯度経度をナビに入力してください） 

下田駅→堂ヶ島バス（停乗り換え）→中谷（東海バス 67 分 １，５４０円） 

修善寺駅→合の浦（東海バス ８５分 １，９３０円） 

【設定日及び時間】 令和 2 年 4 月 1 日（火）～6 月 30 日（水） ※水曜日を除く毎日開催／要予約 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 
午前コース： 9:00～11:30（8:45 集合受付） 

午後コース： 13:00～15:30（12:45 集合受付） 

【開催場所（集合場所）】 太田子海岸「夕陽展望所前」 

【所在地】 静岡県西伊豆町田子１０７９ 

【販売価格】 ８，６００円／名  

【販売手数料】 １０％＝８６０円 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】 ５日前 

【最少催行人員】 １艇２名 

【定員】 ７艇１４名 

【交通アクセス】 

下田駅→堂ヶ島バス（停乗り換え）→中谷（東海バス 67 分 １，５４０円） 

修善寺駅→合の浦（東海バス ８５分 １，９３０円） 

【問合せ】 NPO 法人伊豆自然学校 ℡：0558-52-0080 

【設定可能期間】  ４月～９月 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：西伊豆町 

「西伊豆の美しい夕景をステンドグラスで作ろう」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

すべて黄金崎クリスタルパークでしか体験できない、完全オリジナルデザイン。ご自

宅に飾っていつでも旅の想い出をお楽しみいただけます。※高温の器具を使用する

為、小学 5 年生以上より体験可能。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【設定日及び時間】 令和 2 年 4 月 1 日（火）～6 月 30 日（水） 9:00～15:00（60 分） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 約６０分 ※経験により個人差あり 

【開催場所（集合場所）】 黄金崎クリスタルパーク 

【所在地】 静岡県西伊豆町宇久須 2204-3 

【販売価格】 ５，４００円／名  

【販売手数料】 １０％＝５４０円 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】 当日 

【最少催行人員】 １名 

【定員】 ６名／回 ※受付順につき満席時は空席待ち（予約可） 団体要相談 

【交通アクセス】 伊豆箱根鉄道駿豆線修善寺駅より東海バス乗換（松崎行）⇒黄金崎クリスタルパーク下車すぐ 

【問合せ】 黄金崎クリスタルパーク ℡：0558-55-1515 

【設定可能期間】  通年 

出来上がりイメージ （上）馬ロック（下左）めがねっちょ

（下右）トンボロ 

堂ヶ島・トンボロ 

大田子・めがねっちょ 

黄金崎・馬ロック 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆半島 市町名：西伊豆町 

「奇岩アニマルクルーズ」 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 ↑地域名・市町名・企画タイトル名を記載し、３行目の２項目は、該当するものに○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 
岸壁と奇岩の芸術・大自然の成り立ちを知る。伊豆半島認定ジオガイドが同乗してご

案内いたします。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】  

【設定日及び時間】 令和 2 年 4 月 1 日（火）～6 月 30 日（水） GW は除外 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                 ※該当するものに○を付けてください。 

【所要時間】 ３０分 

【開催場所（集合場所）】 堂ヶ島マリン桟橋 

【所在地】 静岡県西伊豆町仁科 2910 

【販売価格】 大人１，５００円／名 子ども７５０円／名  

【販売手数料】 １０％＝大人１５０円 子ども７５円 

【旅行会社特典】 なし 

【手仕舞日】 １０日前 

【最少催行人員】 ２０名 

【定員】 ３５名 

【交通アクセス】 下田駅→堂ヶ島（東海バス ５８分 １，４００円） 

【問合せ】 堂ヶ島マリン ℡：0558-52-0013 

【設定可能期間】  ４月～６月 黄金崎・馬ロック 

天然記念物・青の洞窟「天窓洞」 

奇岩郡を進む遊覧船 

←ジオの説明をする

認定ジオガイド 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：西伊豆町 

企画タイトル：日本で唯一の潮鰹と、今話題のご当地グルメ「西伊豆しおかつおうどん」を味わう！ 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

【内容】 

日本で唯一、西伊豆町でしか作られていない、古の歴史と美味しさを兼ね備えた、縁起の良い魚「潮鰹（正月

魚）」の製造工程やカツオを使った究極の保存食「本枯れ節（田子節）」の工場を見学。（試食又は試飲有り）。そし

て、今話題のご当地グルメ「西伊豆しおかつおうどん」を味わって頂きます。2017 年 2 月富士市で開催のＢ-１グ

ランプリでは、西伊豆しおかつお研究会(西伊豆町のまちおこし団体)がゴールドグランプリを受賞しております。 

※潮鰹とは、鰹を塩漬けにして乾燥させ作られる伝統の保存食です。その歴史は千年以上に及び、「鰹だしの始

まり」とも言われております。 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 

バス等で現地着→お客様を工場前でおろし→バス等は 200ｍ程下の駐車スペースで駐車・待機頂きます。→時

間になりましたら、工場前までお客様をお迎え頂き→お客様乗車→お見送り 

◇大まかな見学工程～ 

潮鰹の見学及びご説明と鰹節削り体験、試食又は試飲に 20 分～30 分程度 

西伊豆しおかつおうどんの提供に 30 分程度 

売店でのお土産購入に 5 分～10 分程度 

【設定日及び時間】 2020 年 4 月～6 月（要予約） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                

【所要時間】 60 分程度 

【開催場所（集合場所）】 カネサ鰹節商店 

【所在地】 静岡県賀茂郡西伊豆町田子 600-1 

【販売価格】 ２，０００円／名                      

【販売手数料】 （手数料１０％＝２００円）   

【旅行会社特典】 潮鰹うどん(通常は半玉だが希望により１玉も可)や本枯れ節の試食又は試飲。田子節のお土産付き。                                         

【手仕舞日】 １週間前（７日）※団体の場合：参加人数確定日、個人の場合：旅行会社経由での予約締切日 

【最少催行人員】 １０名                       

【定員】 ４５名              

【交通アクセス】 
下田駅→堂ヶ島バス（停乗り換え）→中谷（東海バス 67 分 １，５４０円） 

修善寺駅→中谷バス停（東海バス ８３分 １，９１０円） 

【問合せ】 
事業者名：カネサ鰹節商店  担当者名：芹沢安久 

電話：0558-53-0016  担当：090-8735-7978   

【設定可能期間】  ４月～６月 

 

画鰹節・潮鰹の工場見学 (*イメージです) 

像キャプション 

 
 

西伊豆しおかつおうどん 

キャプション 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～9 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：函南町 

函南カルボナーラ 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

【内容】 函南町の地場食材を活用した、各レストランの創作カルボナーラの提供 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 創作メニュー ①レストラン Kiya おざくなーら  ②グリーングリル KISETSU 青春カルボナーラ 

【設定日及び時間】 2020 年 4 月 1 日（水）～9 月 30 日（水） 11:00～14:00 レストランにより定休日あり 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                

【所要時間】  

【開催場所（集合場所）】 ①レストラン kiya  ②グリーングリル KISETSU 

【所在地】 
①静岡県田方郡函南町大土肥 211-6  

②静岡県田方郡函南町塚本 887-1 伊豆ゲートウエイ函南 2 階 

【販売価格】 １２００円（税別）変更あり 

【販売手数料】   なし 

【旅行会社特典】  ソフトドリンク 1 杯サービス                                    

【手仕舞日】  なし 

【最少催行人員】 １名                       

【定員】 １日限定２０食             

【交通アクセス】 伊豆箱根鉄道駿豆線伊豆仁田駅から徒歩 20 分 

【問合せ】 ①55-978-0801 山本   ②055-957-0887 渡辺 

【設定可能期間】  ４月～９月 

 

 
青春カルボナーラ     おざくなーら 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：函南町 

十国峠のおいしい水プレゼント 

団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

【内容】 
自社制作イベントチラシをご持参の方にケーブルカー乗車料１０％割引＆十国峠のおいしい水をプレゼント致し

ます。        

 （チラシ１枚につき最大 5 名様まで） 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 JR 熱海駅発、箱根方面行きバス・十国峠下車（バス所要時間４０分） 

【設定日及び時間】 2020 年 4 月 1 日（水）～6 月 30 日（火） 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                

【所要時間】 ケーブルカー利用山頂散策含め・約 40 分 

【開催場所（集合場所）】 十国峠レストハウス 

【所在地】 静岡県田方郡函南町桑原 1400-20 

【販売価格】 ケーブルカー通常運賃（往復） 大人７３０円 子ども３７０円 ペット２００円 

【販売手数料】  団体手数料現金支払いの場合、10％。または船車券 

【旅行会社特典】                                          

【手仕舞日】 団体の場合のみ前日まで 

【最少催行人員】 ―                       

【定員】 ―              

【交通アクセス】 JR 熱海駅発-箱根方面行きバス-十国峠下車 （時間 40 分） 

【問合せ】 
十国峠レストハウス  ℡：0557-83-6211    

十国峠ケーブルカー  ℡：0557-81-6895 

【設定可能期間】  ４月～６月 
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静岡 DC アフターキャンペーン（2020 年 4 月～6 月）商品企画シート 地域名：伊豆 市町名：函南町 

企画タイトル： 函南めぐり野菜収穫体験と BBQ 
団体向け ・ 個人向け 旅行会社特典 （ あり ・ なし ）  

 

【内容】 

オラッチェ農場で農薬や化学肥料を使わずに育てたブランド野菜「函南めぐり野菜」を収穫し、BBQ を 

行います。周囲 4 ㎞の小さな盆地ならではの、緑いっぱいの豊かな自然も楽しめます。 

 

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】 
公共交通機関なし 

貸し切りバスまたはタクシー    

【設定日及び時間】 通年 収穫体験開催時間 11：30／13：30 1 日 2 回 その後 BBQ 

【設定日以外の受入可否】 不 可  ・  相談可能                                

【所要時間】  120 分 

【開催場所（集合場所）】  酪農王国オラッチェ 

【所在地】 静岡県田方郡函南町丹那 349-1 

【販売価格】 
 2,250 円  子供 1,850 円 

 ※子供料金がある場合は記載してください。 

【販売手数料】   10％ 

【旅行会社特典】  収穫体験の開催時間以外での対応可                                           

【手仕舞日】 団体 30 日個人 3 日（予約や収穫状況による） 

【最少催行人員】  2 名                     

【定員】 １回  120 名           

【交通アクセス】 JR 熱海駅よりタクシー20 分～30 分 

【問合せ】 
事業者名（団体名）・所属・担当者名 酪農王国株式会社 伊藤 嘉一 

所在地・電話番号      函南町丹那 349-1 055-974-4192 

【設定可能期間】   通年（野菜の収穫状況、天候等により内容が変更になる場合もあり 

 

 

 

  


