
農林水産物直売所 湯の花
地元農家の方々が毎朝採ってきた新鮮野菜を販売してお
ります。よく目にする野菜はもちろん、聞いたことのな
いようなちょっと変わった野菜もありますので是非お試
しください。また、海産物や手作りパン等も販売してお
ります。道の駅「下賀茂温泉湯の花」にお越しの際は、
是非お立ち寄り下さい。

営

0558-62-3191

９時～16時 【定休日：12月31日～1月3日】

伊豆の長八美術館
伊豆の長八美術館は、左官の名工入江長八の偉業を
後世に伝えるため昭和59年にオープンしました。長
八の漆喰鏝絵は、左官の技術に日本画の狩野派の技
法を取り入れ、西洋のフレスコに勝るとも劣らない
独特な壁画技術として芸術界でも高く評価され、ま
た美術館の建物も「江戸と21世紀を融合した建物」
として注目されています。

営

大人 500円（中学生以下無料）0558-42-2540

9時～17時【定休日：メンテナンス休館あり】

ガラス原料「珪石(けいせき)」を採掘してき
た、西伊豆町ならではの現代ガラス美術館。
小さなお子様から楽しめるジェルキャンドル
づくりができる体験工房の他、地元作家商品
も並ぶショップやカフェを併設。
(カフェ営業日：月・金・土日祝、夏季期間)

営

大人(高校生以上)800円0558-55-1515

9時~17時(美術館最終入場16時30分)
【定休日：なし（臨時休館あり）】

小人(小中学生)400円/シニア700円/
小学生未満無料

土肥金山
400余年の歴史を誇る伊豆最大の黄金の郷。
坑内の総延長は100㎞以上もあり、坑道の一
部には等身大の人形が江戸時代の金山採掘の
様子を再現しています。

営

大人1,000円(中学生以上)0558-98-0800

9時～17時(入場受付16時30分まで、砂金
受付16時20分まで）
【休館日12月にあり・要問合せ】

小人500円(小学生)/小学生未満無料

黄金崎
クリスタルパーク
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下田海中水族館
下田海中水族館は、伊豆・下田の豊かな海に囲ま
れ、伊豆のきれいな海をそのまま生かした水族館で
す。自然の入り江を利用した“ふれあいの海”ではイ
ルカが元気に泳ぎまわっています。

営

大人2,100円/小人1,050円（4歳から小学生まで）0558-22-3567

時期により変動があるため、お問い合わせください。

体感型動物園 iZoo
国内最大級の爬虫類飼育施設です。世界各国のヘビやトカゲ、
カメなどを間近でご覧いただき、ふれあうことができます。
また、ニシキヘビやゾウガメとの記念撮影も行っており、ゾウ
ガメには体重30kg以下のお子様は背中に乗っての撮影ができる
ことも、当園の魅力の一つとなっております。

営

0558-34-0003

大人（中学生以上）2,000円/小学生800円/幼児（6歳未満）無料

9時～17時（入園16時30分まで）【定休日：なし】

伊豆・下田の里山にある上原美術館。印象派や
マティス、ピカソなどの近代絵画から、平安・
鎌倉時代の仏像や古写経まで、多彩なコレクシ
ョンを、邸宅のような落ち着いた雰囲気の中で
楽しむことができます。

営

0558-28-1228

大人1,000円/学生500円/高校生以下無料

9時30分～16時30分（入館16時まで）
【展示替え期間は休館】

日米和親条約が調印された了仙寺のミュージ
アム。開国のおもしろ話たっぷりの黒船シア
ターやオリジナルグッズがたくさんのミュー
ジアムショップを備えた新しいタイプのミュ
ージアムです。

0558-22-2805（了仙寺）

大人500円/小中高生250円/シニア400円

8時30分～17時（入館16時40分まで）
【定休日：12月24日～26日】

営

上原美術館

MoBS
黒船ミュージアム
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熱川バナナワニ園
熱川の豊富な温泉を利用して世界の珍しいワニや日本で唯一アマゾンマナティ
ーとニシレッサーパンダを飼育。約5000種の熱帯植物も栽培し、園内で収穫し
たバナナやパパイヤもお召し上がりいただけます。伊豆熱川の温泉街で、ここ
でしか出会えない動植物に出会う、そんな素敵な体験をしてみませんか。

大人1,800円/小人900円（4歳～小学生）/4歳未満無料0557-23-1105

9時～17時（入園16時30分まで）【定休日：なし】営

ニューヨークランプミュージアム＆
フラワーガーデン

伊豆テディベア・ミュージアム
テディベアの小さな瞳は、いつもあなたを見ています。
悲しい時にはなぐさめの言葉を、うれしい時には無心な
笑みを、あなたの心にきっと届けてくれるはずです。

営

大人1,500円/中高生1,000円/小学生800円（小学生未満無料・75歳以上無料）0557-54-5001

9時30分～17時（入館16時30分まで）【休館日：2・3・6・12月第2火曜日（休館日が祝日にあ
たる時は開館）。6月は第2火曜、水曜日が連休となります。（年末年始、GWは開館）】

稲取文化公園 雛の館
雛のつるし飾り発祥の地として知られる稲取温泉。雛の
館では伝統の雛のつるし飾りの他、季節ごとに展示替え
をして年3回展示公開しております。

営

500円（小学生以下無料）0557-95-2901

9時～16時 (受付15時40分まで)
【定休日：季節により営業時間変更あり。詳しくはお問い合わせください。】

伊豆の観光名所、城ケ崎海岸の中央に位置し、自然のままの美しさを満喫できる、フラ
ワーガーデン。これまで多くの人々に親しまれてきた”花の公園”が美しいステンドラン
プの灯、居心地の良い絶景カフェ、四季折々の花が薫るガーデンとして生まれ変わりま
した。ミュージアムでは、約120年前に作られたティファニーのステンドグラスラン
プ。アメリカアールヌーボーの息吹を今に伝えます。ミュージアムから始まる遊歩道の
先では、城ケ崎海岸の景勝地・門脇つり橋が圧倒的な存在感で旅人を迎えます。

営

大人(中学生以上)1,400円/小学生700円/幼児(4歳～6歳)400円

9時30分～17時(3月～10月)/9時30分～16時(11月～2月)【定休日：なし】
※季節により変動があります。
ペット対応：園内リード付き可。ミュージアムの室内はペットカートまたはペットキャリーをご利用ください。

0557-51-1128
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池田20世紀美術館
20世紀に制作された＜人間＞がテーマの絵画作品を中心に約
1,400点収蔵しています。ルノワール・ピカソ・ミロ・ダリ・シ
ャガール・マティス・ウォーホル等、巨匠達の大作、秀作を常設
展示しています。また、3ヵ月に1回企画展を行います。

営

0557-45-2211

9時～17時【定休日：水曜日（水曜日祝日･7、8月･年末年始は無休）】

一般1,000円/高校生700円/中・小学生500円

熱海トリックアート迷宮館

MOA美術館

専門の画家が描いた平面画を人間の目の錯覚をうまく利用し、あ
たかも平面を立体的に感じてしまう、とっても不思議で楽しめる
新しいアート！ただ、見るだけのアートではなく、実際にさわっ
たり考えたりし、さらに思い出として、カメラで撮影したりでき
ます☆友人・家族・恋人で大盛り上がりできますよ☆

0557-82-7761

9時～17時（入館16時30分まで）【定休日：なし】営

大人1,000円/小中学生550円

4～6歳400円/3歳以下無料

東海館
東海館は昭和３年に庶民の温泉宿として開業
し、沢山の方々に親しまれ大いに賑わいまし
た。廊下や階段、客間の入り口など、館内随所
に職人たちの手工を凝らした建築美が生きてい
ます。今や貴重となった伝統的な日本建築様式
を、心ゆくまでご覧下さい。

営

大人200円/子供100円0557-36-2004

9時～21時【定休日：毎月第３火曜（祝祭日
の場合は翌日）と1月1日】

東洋美術の絵画・書跡・工芸を中心に国宝3点、重要文化
財67点を含む約3500点の収蔵品を誇る熱海を代表する
美術館。美術館は熱海の高台に建てられ、館内のメイン
ロビーやムアスクエアからは伊豆の山並みや初島、伊豆
大島などが浮かぶ相模灘など美しい絶景が望めます。

0557-84-2511

一般1,600円/高大生1,000円/中学生以下無料

9時30分～16時30分（入館16時まで）
【定休日：木曜（祝日は開館）展示替え日】

営
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伊豆観光公式サイトB-Izu

伊豆で暮らしている地元民たちが、
自分の体験を通してお気に入りポイントを紹介！

観光客ではなく地元民の目線で、オススメする伊豆のスポットが盛
りだくさん！地元メシからオシャレスイーツ、旬のイベントやビューポ
イントまで、伊豆の情報を探すなら、まずはInstagramでハッシュタグ
を検索しよう！

実際に伊豆をよく知る人々が、リアル体験から選んだ魅力の
数々を紹介するのでハズレなし！

誰も知らないあなただけのお気に入りを見つけちゃおう！

地元民イチ押しの、
伊豆のオススメ発見！

“Instagram”で検索!

〒410-2416 静岡県伊豆市修善寺838－1
（一社）美しい伊豆創造センター

〒410-0055 静岡県沼津市高島本町1番3号
(東部地域局)

静岡県

発行・制作

協力



かんなみ仏の里美術館

酪農王国オラッチェ
酪農を愛し、自然を守り、大地をはぐくむ人たちが住む小さな王
国。140年に及ぶ牛飼いたちの豊かな歴史と文化の「酪農の里・
丹那」で今、魅力的で「元気の出る」王国づくりが始まりまし
た。王国を訪れる人々が心身ともにリフレッシュできて、平和に
なれること、これが酪農王国「オラッチェ」の願いです。

営

入場料無料055-974-4192

10時～16時（平日）、9時~17時（土日祝）【定休日：水曜日】

館内は、仏像群を静かに鑑賞する仏像展示室、仏像の説明や由来などを解説した壁
面グラフィックとパネルを展示した資料展示室があり、ボランティアガイドによる
説明も行います。また、敷地内には日本庭園も造られています。

営

大人（高校生以上）300円/小中学生100円055-948-9330

10時～16時30分【定休日：火曜（火曜が休日の場合、直後の平日）、
12月29日～1月3日休館】

伊豆フルーツパーク

かねふくめんたいパーク伊豆
明太子の老舗かねふくが運営する、明太子専門のテーマパークです。遊
んで学べるつぶつぶランドや無料で見学できる明太子工場、「できたて
の明太子」を販売する直売店や明太子グルメが楽しめるフードコーナー
など、家族連れやカップルでも、大人から子供まで楽しめます。

営

工場見学無料055-928-9012

平日：9時30分～17時30分/土日祝日：9時～18時【定休日：なし】

一年を通していちご・メロン・みかんなどの果物狩りが体
験できます。自家農場のフルーツをふんだんに使ったオリ
ジナルスイーツも販売しています。富士山が一望できるレ
ストランや、伊豆・箱根の名産品を販売しているお土産コ
ーナーを併設した複合施設です。

営

055-971-1151

プランによって変動あり

平日：10時～15時/休日：9時～16時【定休日：なし】
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沼津港大型展望水門「びゅうお」
沼津港に高くそびえる巨大な建造物で津波対策の一環として作られまし
た。展望施設も併設させており富士山や箱根連山、沼津アルプスをはじ
め、駿河湾に突き出した大瀬崎をくっきりと見ることができます。夜に
なるとライトアップされフォトジェニックな水門を楽しめます。

営

大人100円/小中学生50円055-963-3200

10時～20時（木曜日は14時まで）
【定休日：なし（施設メンテナンスで臨時休館あり）】

伊豆・三津シーパラダイス
伊豆・三津シーパラダイスは、昭和5年に日本で初めてイルカを飼育した水族館としての歴
史をもちセイウチやラッコも日本で初めて飼育をしました。豪快なカマイルカのジャンプや
ユーモラスなアシカショーの他、ペンギンやオットセイ、駿河湾の魚たちなどをご覧いただ
けます。

営

大人（中学生以上）2,200円/４歳～小学生1,100円/４歳未満無料055-943-2331

9時～17時（入館16時まで）【定休日：なし（施設メンテナンスで臨時休館あり）】

沼津御用邸記念公園
1893年(明治26年)、当時皇太子だった大正天皇の静養のために造営されたのが
「沼津御用邸」です。その後、1969年(昭和44年)に廃止され、「沼津御用邸記
念公園」として開園しました。宮廷建築としては全国的にも貴重な事例の西附属
邸には、家具や調度品などが保存されており、当時の皇族の暮らしに触れること
ができます。

055-931-0005

9時～16時30分
【定休日：なし】

【入園のみ】大人100円/小・中学生50円/幼児無料

【観覧料込（西附属邸の中の見学含む）】大人410円/
小・中学生200円/幼児無料

営

佐野美術館
日本美術を主に展示する美術館で、展覧会を年に7回程度開催して
います。刀剣・絵画・工芸・絵本原画など多彩な展覧会テーマが魅
力です。収蔵品は、一部を常設展示室でご覧いただけます。

営

大人1,100円（大学生以上）/小・中・高校生550円/小学生未満無料055-975-7278

10時～17時(入館受付16時30分まで)【定休日：木曜（祝日開館）、年末年始、展示替期間】
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東京ラスク 伊豆ファクトリー
工場に併設した工場直売店では、口当たりが軽い定番の人気商品「シュ
ガーラスク」のほか、天城産のワサビを使った「天城わさびラスク」や
焼き立ての「ラスクパン」など伊豆工場限定商品も販売しています。

営

施設内無料、ラスクパン1本250円0558-85-0232

10時～17時【定休日：なし】

江間いちご狩りセンター
静岡県下最大級のいちご狩り施設で、毎年12月から5月までに、10
万人以上のお客様がご来場されます。マイカーのお客様は「予約不
要」ですので、お気軽にお立ち寄りいただけます。いちごジャム・
雑貨・お菓子類が充実したお土産広場もあります。

055-948-1115

12月15日～1月末：2,000円 (基本入園料)/1,700円 (幼児入園料)
2月1日～3月末日：1,800円 (基本入園料)/1,500円(幼児入園料)
4月1日～5月中：1,400円(基本入園料)/1,100円(幼児入園料)

営 12月15日～5月中まで【定休日：なし】

※時期によって変更の可能性があります。
※幼児とは3歳以上～未就学児（小学生未満）※3歳未満は無料です。

MERIDA X BASE

修善寺しいたけの里
伊豆で原木栽培のしいたけ狩りとバーベキューはいかがでしょ
うか!?美味しさと新鮮さいっぱいの椎茸に舌鼓を打たれること
間違いありません。

0558-72-8484（電話受付時間 9時30分～15時）

しいたけ狩り 1,080円
バーベキュー 椎茸バーベキューセット（一人前）1,650円
 椎茸スペシャルバーベキューセット（一人前）2,750円
 ※平日のバーベキューは要予約となります。

9時30分～15時【定休日：水曜日】営 ※都合により、臨時休業する場合があります。

MERIDA X BASEは、台湾のスポーツサイクルブランド「MERIDA」の国
内取扱全車種の展示・レンタル施設です。2022年4月には屋内パンプトラ
ックコースもオープンし、ライディング講習やガイドツアーなど様々なコ
ンテンツを取り揃えております。皆様のお越しをお待ちしております。

0558-77-2727 営 9時～17時【定休日：なし（年末年始を除く）】施設内無料
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