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伊東マリンタウン

伊東マリンタウン　0557-38-3811
マリーナ・遊覧船・日帰り天然温泉のほか、お買い物店、飲食店が備わっています。駐車場
２００台。
《お買い物店》１０：００～２０：００　 《飲食店》１１：００～２３：００
《シーサイドスパ》１０：００～２２：００　第２水曜日定休（７・８月は無休）中学生以
上1500円小学生750円３歳以上400円
《遊覧船》９：００～１７００
《交通》伊東駅から徒歩１５分、直通バス５分。

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-marine.htm [15/11/26 18:26:53]



ＭＯＡ美術館

ＭＯＡ美術館　0557(84)2511
国宝「紅白梅図屏風」など国宝３点、重文６２点を含む美術品を所蔵。
《開館時間・休館日》９：３０～１７：００（入館は１６：００まで） 毎週木曜日休館
《入館料》１６００円（高校・大学１０００円、小中学７００円）２０名以上団体割引あり
《交通》熱海駅からバス４番のりば８分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-moa.htm [15/11/26 18:26:54]



大室山登山リフト

大室山登山リフト　0557-51-0258
《営業時間・休業日》９：００～１７：３０　無休 　（１０/１６～３/１５　９：００～１
６：３０）
《運賃 》４２０円（こども２２０円）２０名以上３８０円（こども２００円）
《交通 》伊東駅からバス３７分、伊豆高原駅から２６分。

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-ohmuro.htm [15/11/26 18:26:54]



伊豆シャボテン公園

伊豆シャボテン公園　0557-51-1111
ピラミッド型大温室に世界のシャボテン、多肉植物が ３５００種 。動物１２０種が 放し飼
い。リンガーベル、チンパンジーショーが大人気。
《開園時間 》 ８：４０ ～１７：００（冬季１６：００まで）ナイトタイム営業あり。
《入園料》１８００円（小中学生９００円）２０名以上割引あり。
《交通》伊東駅からバス３７分、伊豆高原駅から２６分。 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-syaboten.htm [15/11/26 18:26:55]



伊豆ぐらんぱる公園

伊豆ぐらんぱる公園　０５５７－５１－１１２２
２２万平方mの広大な園内にパットゴルフ、変形サイクル、ゴーカートなどのレジャース
ポーツ施設もある参加型の公園。
《開園時間・休園日》９：００～１７：００　無休（冬季は１６：００閉園）ナイトタイム
営業あり。 
《入園料 》中学生以上９００円　小学生５００円　パターゴルフ、乗り物別料金。
《交通 》伊東駅からバス２８分、伊豆高原駅から１４分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-granpal.htm [15/11/26 18:26:55]



池田２０世紀美術館

池田２０世紀美術館　0557-45-2211
ボナール、ピカソ、マチス、シャガール、ダリ、ミロ等内外の２０世紀巨匠の秀作１２１０
点所蔵。
《開館時間・休館日》１０：００～１７：００　無休 
《 入館料》９００円（高校生７００円、小人５００円）１５名以上１割引
《交通》伊東駅からバス３０分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-ikeda.htm [15/11/26 18:26:56]



重要文化財岩科学校

重要文化財岩科学校　0558-42-2675
社寺建築の技術と洋風バルコニーを取り入れた明治１３年建築の旧校舎に民俗民具を収集。
《開館時間・休館日》９：００～１７：００　無休
《入館料》３００円（こども１５０円）３０名以上２４０円（こども１２０円）
《交通》松崎から八木山行きバス１０分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-iwasina.htm [15/11/26 18:26:57]



伊豆の長八美術館

伊豆の長八美術館　0558-42-2540
江戸から明治にかけて漆喰と鏝絵（こてえ）を芸術品に高めた名工。その作品約７０点が現
在の左官技術の粋をつくした建物２棟に展示されている。
《開館時間・休館日》９：００～１７：００　無休
《入館料》５００円（こども２５０円）３０名以上４００円（こども２００円）
《交通》松崎バスターミナルからバス２分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-tyouhati.htm [15/11/26 18:26:57]



伊豆アンディランド

伊豆アンディランド　0558-34-0003
世界初の亀族館。世界のカメ１００種類、１５００頭を飼育、カメレースも人気がある。
《開館時間》８：４５～１６：３０入館まで。無休
《入館料》９５０円（小中学生５３０円、幼稚園３２０円）２０名以上７９０円（４２０
円、２７０円）
《交通》河津駅からバス５分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-andy.htm [15/11/26 18:26:58]



上原仏教美術館

上原仏教美術館　0558-28-1216
自然があふれる静かなたたずまいの中、百数十体の仏像を展示した、日本では珍しい美術
館。
《開館時間・休館日》９：００～１６：３０　年中無休
《入館料》３００円（こども２００円）　２０名以上１割引
《交通》伊豆急下田駅・蓮台寺駅からバス１５分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-ueharakutu.htm [15/11/26 18:26:58]



伊豆バイオパーク

伊豆バイオパーク　0557-95-3535
やさしさあふれるレジャーランド。大自然の中、動物とのふれあいを楽しめる。遊園地、ス
ポーツ施設、レストランもある。
《開園時間・休園日》９：００～１７：００（１０月～３月は９：００～１６：３０）無休
《入園料》１３００円（こども７００円）２５名以上１０００円（こども５５０円）
《交通》伊豆稲取駅からバス１０分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-bio.htm [15/11/26 18:26:59]



加山雄三ミュージアム

加山雄三ミュージアム　0558-52-1122
絵画を中心に、映画の名場面集の上映、楽譜、楽器プライベートショットの他、多数の貴重
な資料を展示。
《開館時間・休館日》９：００～１７：００　無休
《入館料》９００円（小学生以下無料）５名以上８１０円
《交通》堂ヶ島バス停下車 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-kayama.htm [15/11/26 18:27:01]



熱川バナナ・ワニ園

熱川バナナ・ワニ園　0557-23-1105
ワニの種類収集では世界一。また熱帯に美しい花木、果物、原種らんなどを栽培、日本一を
誇り世界にも類のない熱帯動物植物園
《開園時間・休園日》８：３０～１７：００（入園１６：３０まで）無休
《入園料》１０００円（こども５００円）２０名以上９００円（４００円）１００名以上８
００円（３５０円）２００名以上７００円（３００円）
《交通》伊豆熱川駅から徒歩２分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-banana.htm [15/11/26 18:27:16]



らんの里・堂ヶ島

らんの里・堂ヶ島　0558-52-2345
日本で初めての洋らん植物園をベースに、堂ヶ島を見下ろす５.４５ｈａの丘につくった大
型らん植物園。
《開園時間・休園日》８：３０～１６：００受付、１７時まで　無休
《入園料》１３００円（中学生６５０円）１５名以上１１７０円（中学生５８０円）
《交通》堂ヶ島バス停下車 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-dougasimaran.htm [15/11/26 18:27:16]



黄金崎クリスタルパーク

黄金崎クリスタルパーク　0558-55-1515
世界一流のガラス芸術を集めたガラスのテーマパーク。美術館、体験工房、ショップ、レス
トラン。
《開館時間・休館日》９：００～１７：００（夏時間あり）入館は閉館３０分前まで。
《入館料》８００円（こども４００円）２０名以上７００円（３５０円）５０名以上６５０
円（３００円）
《交通》修善寺からバス７５分、黄金崎クリスタルパーク下車 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-kogane.htm [15/11/26 18:27:17]



昭和の森会館

昭和の森会館　0558-85-1110
天城の自然を親しめる森林博物館。伊豆に関係する近代文学博物館。シャクナゲ、森林浴、
ソリすべりが楽しめる天城グリーンガーデン。
《開館時間・休館日》８：３０～１６：３０（１１月～２月は９：００～１６：００）第３
水曜日休館。
《入館料》６００円（こども３５０円）２５名以上５０円引き
《交通》修善寺駅からバス３５分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-syouwamori.htm [15/11/26 18:27:17]



堂ヶ島マリン遊覧船

堂ヶ島マリン遊覧船　0558-52-0013 （以前に掲載した番号は誤っていました。おわびしま

す。）

洞窟めぐりコース＝西伊豆最大の景勝地、神秘の洞窟内を船でひとめぐり
千貫門・波勝崎コース＝青い海と秘境ムードあふれる西海岸の船旅、野猿の波勝崎へ
《運行時間》８：１５～１６：５０夏期は時間延長、12/1～2/末８：３０～１６：３０無休
《運賃》９２０円（こども４６０円）１５名以上８３０円（こども４２０円）

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-dogasimamarine.htm [15/11/26 18:27:18]



天城高原ベゴニアガーデン

天城高原ベゴニアガーデン　0557-29-1187
世界の名花・大輪 型球根ベゴニアが四季折々咲き誇る１０００平方mの大温室、小さな花か
ら巨大輪までいつも咲いています。
《開園時間・休園日》 ８：３０～１６：３０　無休
《入園料》 １０００円（中高７００円、小５００円）１５名以上１割引
《交通》伊東駅からバス５０分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-begonia.htm [15/11/26 18:27:18]



がん付き天正金鉱

がん付き天正金鉱　0558-98-1258
４００年昔手掘り時代の貴重な金山史跡、ガンとは女性自身を形にした鉱脈を山の神とし
祀った祠。新坑口で体験掘りができる。案内付き。
《営業時間・休業日》８：００から１７：００　無休
《入場料》６００円（中高生４５０円、小学生３５０円）２０名以上５００円（中高生４０
０円、小学生３００円）
《交通》土肥・湯の川バス停から徒歩２分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-tensyou.htm [15/11/26 18:27:18]



天城温泉会館

天城温泉会館　0558-85-2222
同時入浴４３０名大型温泉施設、天空瞑想、滝うちの洞窟風呂など風呂が多彩。夕鶴記念
館、天城特産品売店、レストラン等。
《開館時間・休館日》９：３０～２１：００　第１・３・５火曜日休館
《入浴料》１０００円（こども５００円）夕鶴とのセット券１３００円
《交通》修善寺駅からバス３０分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-amagionsen.htm [15/11/26 18:27:19]



修善寺・宝物館

修善寺・宝物館　0558-72-0053
弘法大師修行の霊蹟、源氏一族悲劇の舞台となったところ。夜叉王の古面など寺宝を展示。
《開館時間・休館日》８：３０～１６：００（１０/１～３/３１は１６：００まで）　無休
《入館料》３００円　３０名以上２５０円
《交通》修善寺駅から温泉場行きバス７分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-syuzennjihou.htm [15/11/26 18:27:19]



修善寺　虹の里

修善寺　虹の里　0558-72-7111
ＳＬと自然が楽しい花の国。しゃくなげ・花しょうぶ等四季折々の花が咲き競う自然公園。
《開園時間》９：００～１７：００（１０月～３月９：００～１６：００）
《入園料》１２００円（こども６００円）２５名以上１１００円（こども５５０円）
《交通》修善寺駅からバス１５分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-nijinosato.htm [15/11/26 18:27:20]



史跡土肥金山

史跡土肥金山　0558-98-0800
坑内めぐりでは等身大人形が動き採掘作業を再現。鉱石と金製品を陳列した資料館。坑内温
泉を利用した砂金取り体験施設「砂金館」。
《開館時間・休館日》９：００～１７：００　受付１６：３０まで。１２月休あり。
《入館料》８２０円（こども４１０円）２０名以上７４０円（こども３７０円）
《交通》修善寺からバス４５分　土肥から徒歩５分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-toikin.htm [15/11/26 18:27:20]



戸田村立造船郷土資料館

戸田村立造船郷土資料館　0558-94-2384
安政元年戸田沖で沈没したロシア軍艦ディアナ号と戸田港で作った日本最初の洋式船の資料
が見られる。
《開館時間・休館日》９：００～１６：３０（１１/１～２月末１６：００まで）　水曜日
休館
《入館料》３００円（こども１００円）　３０名以上２７０円（こども９０円）
《交通》修善寺駅・土肥からバス。沼津港から船３０分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-hedazousen.htm [15/11/26 18:27:20]



かつらぎ山パノラマパーク

かつらぎ山パノラマパーク　0559-48-1525
かつらぎ山の３６０度の大パノラマへ一直線。全長１８００ｍの空中散歩「スカイランド」
は所要７分。ボウリング場、レストランあり。
《開園時間》９：００～１７：００（冬季は１６：３０まで）無休
《入園料》１２２０円（こども６１０円）２５名以上１００円引き
《交通》長岡温泉場から徒歩１０分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-katuragi.htm [15/11/26 18:27:21]



伊豆三津シーパラダイス

伊豆三津シーパラダイス　0559-43-2331
イルカ、アシカ、トドのショーやシャチの豪快なパフォーマンス、かわいいしぐさのラッ
コ、３００種の魚たちなど見どころがいっぱい。
《開園時間・休園日》９：００～１７：００　無休
《入園料》１９００円（４才～中学生９５０円）１５名以上１６００円（８００円）幼稚園
学校等割引あり
《交通》伊豆長岡駅からバス２０分 

　 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-mitosea.htm [15/11/26 18:27:21]



あわしまマリンパーク

あわしまマリンパーク　0559-41-3126
日本唯一の海上ロープウェイで島へ。イルカ・アシカショー、水族館、犬のふれあい等が楽
しめます。
《開園時間》９：３０～１７：００（入園１５：３０まで）木曜日定休
《入園料》中学生以上１８００円（４才以上小学生９００円）１５名以上１５００円、２５
名以上１３００円
《交通》沼津駅からバス３０分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-awasima.htm [15/11/26 18:27:22]



サイクルスポーツセンター

サイクルスポーツセンター　0558-79-0001
日本一の自転車総合公園。貸自転車３５００台、変り種自転車、各種コースあり。
《開園時間・休園日》９：３０～１６：３０（１１/１５～２/２９は１０：００～１６：０
０）木曜休園（祝祭日営業）
《入園料》８４０円（こども６３０円）　２５名以上７３５円（こども５２５円）
《交通》修善寺駅からバス２３分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-cyclesp.htm [15/11/26 18:27:22]



伊豆洋らんパーク

伊豆洋らんパーク　0558-76-3355
水と緑と蘭の楽園としてランの花はもちろんのこと熱帯林そのままの大温室さらに充実した
数々のゾーンを楽しめます。
《開園時間・休園日》９：００～１７：００　年中無休
《入園料》１２００円（こども６００円）２０名以上１１００円（こども５５０円）
《交通》田京駅から徒歩８分 

　 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-youran.htm [15/11/26 18:27:22]



大富農園洋らん狩り園

大富農園洋らん狩り園　0559-48-1133
２０万鉢の洋らん生産・直売。季節により展示の洋らんが変わりますが、１年中洋らんは鑑
賞できます。洋らん教室、洋らん狩り常時開催。
《開園時間・休園日》９：００～１７：００　無休
《入園料》６００円（こども３００円）３０名以上５％引き
《交通》伊豆長岡駅からタクシー１５分。韮山駅からタクシー１０分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-ohtomiran.htm [15/11/26 18:27:23]



佐野美術館

佐野美術館　0559-75-7278
四季折々の変化をみせる日本庭園と多彩な東洋古美術品のコレクション。
《開館時間・休館日》１０：００～１６：３０入館まで。木曜日定休
《入館料》７００円（こども３００円）年数回の特別展は別料金。１５名以上２０％引き
《交通》三島駅からバス７分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-sanobi.htm [15/11/26 18:27:23]



小室山観光リフト

小室山観光リフト　0557-45-1444
小室山公園内。四季折々の花に囲まれ北は富士山、西は天城連山、南に伊豆七島、東に三浦
半島と３６０度のパノラマ。海抜３２１m。
《営業時間・休業日》９：３０ ～１６：００　雨天強風時以外は無休
《運賃 》４００円（こども２００円）３０名以上３４０円（こども１７０円）
《交通》伊東駅からバス ２１分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-komuro.htm [15/11/26 18:27:24]



熱海後楽園ゆうえんち

熱海後楽園ゆうえんち　0557-82-0120
熱海後楽園ホテル内にある」遊園地。夏休みや冬休みには特別ショーも公演される。日帰り
入浴もあり。
《開園時間・休園日》１０：００～１６：００　無休
《入園料》平日４００円（こども３００円）祝日７００円（同５００円） 入園 ・入浴・
ショー２０００円（同１３００円）２０名以上４００円
《交通》熱海駅から直通バス１５分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-kourakuen.htm [15/11/26 18:27:24]



伊豆急マリン

伊豆急マリン　0558-22-1151
黒船来航の下田港を新造船サスケハナで遊覧。
《運行時間》８：３０～１６：４５無休
《運賃》下田港めぐり９２０円（こども４６０円）下田～石廊崎片道１５３０円（こども７
７０円）石廊崎めぐり１１２０円（こども５６０円）１５名以上１割引
《交通》伊豆急下田駅から徒歩１５分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-izukyumarine.htm [15/11/26 18:27:25]



おもしろ博物館

おもしろ博物館　0557-54-0959
伊豆をはじめ全国から収集した親しみ深い民俗資料。貴重なガラス絵は９０点以上展示。歴
史を身近に感じるところ。
《開館時間・休館日》１０：００～１６：３０入館は１６：００まで（１２月第２水曜日休
み）
《入館料》５００円（こども２５０円）　２０名以上４００円（こども２００円）
《交通》伊豆高原駅から徒歩８分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-omosiro.htm [15/11/26 18:27:25]



人形の美術館・それいゆ

人形の美術館・それいゆ　0557-53-3322
ユーモラスな中島萬里の創作人形「人生の人形達」をはじめ、世界各地から集めた人形３３
０点を展示するメルヘンの館。
《開館時間・休館日》９：３０～１６：３０　第２火曜日休館
《入館料》８００円（中高生６００円、小学生４００円）１５名以上７００円（中高生５６
００円、小学生３００円）
《交通》伊豆高原駅から徒歩８分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-soreiy.htm [15/11/26 18:27:25]



高原の湯

高原の湯　0557-54-5200
宿泊せずに気軽に立ち寄れる日帰り温泉入浴施設。男女合わせて５つの野天風呂がありま
す。
《営業時間・休業日》１０：００～２２：００（最終受付２１：００）第１第３木曜定休
《入浴料》９００円（こども４５０円）
《交通》伊豆高原駅から徒歩５分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-kougenyu.htm [15/11/26 18:27:26]



伊豆テディベアミュージアム

伊豆テディベアミュージアム　0557-54-5001
テディベアの歴史と文化を紹介する。ロンドンのオークションで１８００万円で落札したぬ
いぐるみも展示。
《開館時間・休館日》９：３０～１６：３０入館まで　第２火曜日休館
《入館料》１０００円（中高生８００円、小学生６００円）　１０名以上１割引
《交通》伊豆高原駅から徒歩９分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-tedy.htm [15/11/26 18:27:26]



伊豆海洋公園

伊豆海洋公園　０５５７－５１－１１２８
伊豆の景勝、城ヶ崎海岸の中央に位置し、四季の花、城ヶ崎海岸の景色、ダイビングが楽し
める。
《開園時間・休園日》 ８：３０ ～１７：３０無休（冬季１６：００まで） 
《入園料》お花畑鑑賞料小学生以上５００円 。２０名割引あり
《交通》伊東駅、伊豆高原駅からバス

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-kaiyoukouen.htm [15/11/26 18:27:27]



伊豆オルゴール館

伊豆オルゴール館　 0557-53-0900
自動演奏楽器、蓄音機などを展示。これらを使った演奏も聴ける。
《開館時間・休館日》９：００～１６：００入館まで、無休
《入館料》８００円（こども４００円 ）２０名以上１００円引き
《交通 》伊豆高原駅から徒歩５分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-izuorgel.htm [15/11/26 18:27:27]



城ヶ崎観光遊覧船

城ヶ崎観光遊覧船　０５５７－５１－１１０９
風光明媚なリアス式の断崖と多くの岬の城ヶ崎海岸を探勝。
《営業時間・休業日》１０：００より１日８便（１月１６日～２月２８日休航）
《運賃 》１３００円（こども６５０円）１５名以上１割引。
《交通》伊豆高原駅から城ヶ崎口バス停下車

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-jyougayuuran.htm [15/11/26 18:27:27]



人形の森ミュージアム

人形の森ミュージアム　0557-51-3332
世界各国から集めた人形６００点を展示。国ごとに特徴あるカラクリ人形のスタイルを再
現。
《開館時間・休館日》９：３０～１７：００（入館は １６：３０まで）木曜定休
《入館料》６００円（こども４００円）５名以上５０円引き
《交通 》伊東駅からバス３４分、伊豆高原駅からバス２０分

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-ningyounomori.htm [15/11/26 18:27:28]



伊豆ガラスと工芸美術館

伊豆ガラスと工芸美術館　0557-51-7222
幻想的なガラス美術品の鑑賞、ガラス制作体験、アンティーク・オルゴールの演奏等、五感
で楽しめる美術館。
《開館時間・休館日》９：００～１６：３０入館まで　第２火曜日休館
《入館料》８５０円（高校生６５０円、小中学生４５０円）１０名以上各１００円引き
《交通》伊東駅からバス３０分、伊豆高原駅からバス２０分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-izuglassko.htm [15/11/26 18:27:28]



蝋人形美術館＆メキシコ館

蝋人形美術館＆メキシコ館　0557-54-5555
歴史的人物、世界の映画スター等をろう人形で「まるで生きているみたい」にリアルに表
現。
《開館時間・休館日》９：００～１７：００　無休
《入館料》１０００円（高校８００円、小中６００円） ５名以上１００円引き
《交通》伊東駅からバス３５分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-rouningyou.htm [15/11/26 18:27:28]



プッペンハウスヨシノ

プッペンハウスヨシノ　0557-53-2447
日本唯一のドールハウスの博物館
《開館時間・休館日》 １０：００～１７：００（入館は１６：００まで）火曜日定休 
《入館料》８００円（中高生６００円、小学生４００円）２０名以上１００円引き
《交通》伊東駅からバス４５分、伊豆高原駅からバス２５分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-puppen.htm [15/11/26 18:27:29]



ジャングルパーク

ジャングルパーク　0558-65-0050
１２００平方ｍの壮大なジャングルを再現。熱帯の花々とフルーツ、アマゾンの怪魚と極彩
色の鳥たちを楽しむ。
《開園時間・休園日》８：３０～１６：５０　無休
《入園料》９００円（こども４５０円）　２０名以上８００円（こども４００円）
《交通》伊豆急下田駅からバス３５分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-jangle.htm [15/11/26 18:27:29]



下賀茂熱帯植物園

下賀茂熱帯植物園　0558-62-0057
温泉熱利用で珍しい熱帯の花と果実を育てる。パーラーでは南国のフルーツを味わえる。植
物の即売もある。
《開園時間･休園日》８：３０～１７：００（１２月～１月は８：３０～１６：３０）無休
《入園料》５００円（こども２５０円）１５名以上４５０円（こども２２０円）
《交通》伊豆急下田駅からバス２３分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-simokamo.htm [15/11/26 18:27:30]



下田海中水族館

下田海中水族館　0558-22-3567
世界で初めての海に浮かんだ水族館「アクアドーム・ペリー号」を中心に楽しい、イルカ、
アシカショーとかわいいラッコが人気。
《開館時間･休館日》９：００～１７：００（１１月～２月は９：００～１６：３０）無休
《入館料》１７００円（こども７００円）２０名以上１４００円（７００円１００名以上１
２００円（６００円）
《交通》伊豆急下田駅からバス７分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-simodasuizoku.htm [15/11/26 18:27:30]



下田ロープウェイ

下田ロープウェイ　0558-22-1211
黒船来航の下田港や伊豆七島を一望。山頂には蓮杖写真記念館、縁結びの愛染明王堂など。
《運行時間》９：００～１７：００（季節により多少変更あり）無休
《運賃》往復１０００円（こども５００円）１５名以上１割引
《交通》伊豆急下田駅から徒歩１分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-simodarope.htm [15/11/26 18:27:31]



豆州下田郷土資料館

豆州下田郷土資料館　0558-23-2500
日本開国の記念館。幕末開国の地、下田にまつわる貴重な資料約１０００点を展示。当時の
様子が一目でわかる。
《開館時間・休館日》８：３０～１７：００入館まで。無休
《入館料》１０００円（小中学生５００円）１５名以上から２９名１割引、３０名～９９名
２割引
《交通》伊豆急下田駅からバス５分、徒歩１０分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-simodasiryou.htm [15/11/26 18:27:31]



波勝崎・野猿公園

波勝崎・野猿公園　0558-67-0050
野生の猿が手渡しで餌を貰う。
《開園時間・入園料》８：３０～１６：５０（１１月から３月は８：３０～１６：３０）無
休
《入園料》５００円（こども２５０円）３０名以上４５０円（２２５円）
《交通》伊豆急下田駅からバス６０分、堂ヶ島と妻良子浦港から波勝崎行遊覧船航路、車は
マーガレットライン波勝崎口から７分 

http://www.duo.or.jp/izu-ito/p-hagati.htm [15/11/26 18:27:32]



伊豆ふれあいねっと伊東

  

 
　★観光
　★交通
　★特産品
　★お買い物
　★飲食店
　★公共機関
　★市民広場
　★医療
　★スポーツ
　★釣り
　★ゴルフ

　

ウイルス防止の為
mailtoを削除！

お便りは
ｆｕｒｅａｉｎｅｔ

＠ｄｕｏ．ｏｒ．ｊｐ
へお願いします。
(copy&paste不可)

　

特集

●伊東七福神

●伊東七福神の湯

●立寄り温泉

●寺院斎場

●観光スポット

●体験教室(工房)

●観光宿泊リンク

●建築不動産関連

●Palm用データ集

●伊豆の民話

●木下杢太郎

●日帰り温泉

伊東・伊豆高原のお役立ち情報満載
 

市民によるボランティア団体手作りのページです

伊東青年会議所《『伊東』商品化イメージCM》採用作品
（伊東JCが企画した『伊東』をPRするWEB用コンテンツ数点の中から採用された作品です）

伊東ショッピングプラザデュオのセンターコートがホットスポットになりました。
ノートパソコンと無線LANカードで無料でネット接続できます。（duo01）

　 
03/10/23 　

城ヶ崎海岸の「いそぎく」が咲き始めました
伊豆高原クラフトの森フェスティバル（10/3～5）昨年の写真・一昨年の写真・今年の写真
伊東大田楽（9/27）
伊東温泉花笠踊り（10/2～3）
川奈の万灯（10/16）
平成15年　伊東市のテニス大会
Palm用データ集を一部改定
第５回伊豆高原クラフトの森フェスティバル写真集 10/3撮影
第６回伊東大田楽写真
伊東温泉箸まつり写真（8/22）
伊東温泉夢花火写真（7/29撮影）
さくらのパノラマ写真（04/06撮影）
さくらの里と奥野ダムの桜（04/06撮影）
忍田中著「伊豆のさくら」再出版
新井神社大祭（はだか祭り）1/7
晩秋の一碧湖（11/17）　（11/24）　　（11/26）
尻つみ祭り・尻相撲（音無神社11/10）
第３回伊東温泉よさこいソーズラ祭り
川奈の「万灯」まつり
第５回伊豆高原クラフトの森フェスティバル（写真）
伊東温泉花笠踊り
伊東大田楽movie（9/29伊東オレンジビーチにて公演）順次製作中

大平の森ハイキングコース体験記　（伊東市内からのマップを追加）
城ヶ崎海岸パノラマ写真
伊豆高原の体験教室（工房）を更新
川奈マップを更新

伊豆高原アート・クラフトマップ　PDFも追加
伊東の日帰り温泉を更新
伊東市のテニス大会を更新
観光・宿泊リンク集のリンク切れ等を大幅に修正

http://www.duo.or.jp/izu-ito/index.htm (1/3) [15/11/26 18:27:43]
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●大平の森

　

リンクについて

当サイトからは外部
の多くのHPにリンク
させていただいてお
りますが、リンクに
対するポリシーは、
こちらのページの 方
針に賛同していま
す。

　

城ヶ崎海岸マップを更新
伊東市街地マップPDFリンクを追加 。圧縮ファイルをご利用ください。
Mac用sit圧縮ファイル　Win用zip圧縮ファイル
伊豆高原の飲食店マップを更新
伊豆高原のお宿PDF版 しおりのクリックで地図が拡大。リンクもあります。
ダウンロードする方は→ Mac用sit圧縮(148KB) 　Win用zip圧縮(150KB)

上記の地図に施設の一覧表を追加したPDF　一覧表から地図を拡大。
ダウンロードする方は→ Mac用sit圧縮(154KB) 　Win用zip圧縮(156KB)

伊豆高原お宿の場所を探す（Flash86KB)
Mac版のIE以外は対応。ポイントをクリックすると各ホームページへリンクします。
伊豆の観光スポットマップ
伊豆の美術館・博物館

伊東の地方出版物紹介ページへリンク

☆FLASH及びPDFのMAPについて☆

情報調べ屋さん　
（伊東商工会議所提供）

伊東市の市外局番は０５５７です

情報地図屋さん
伊豆ふれあいねっと伊東

オリジナル

　
　

秋のイベント 

NEW!!わかふじ国体ゴルフ競技会
９月１４日（日）１５日（月）川奈ホテルゴルフ
場

八幡野秋祭り ９月１５日（月）１６日（火）

伊東大田楽
９月２７日（土）19時～21時 なぎさ公園

みかん狩りオープン １０月１日（水）～１月末

伊東温泉花笠踊り
１０月２日（木）～３日（金）18時～21時
伊東駅前いちょう通り（昨年の写真）

伊豆の陶芸展 １０月３日（金）～５日（日）池

伊豆高原クラフトの森フェスティバ
ル

１０月３日（金）～５日（日）さくらの里
写真（2003年・2002年・2001年）

伊東（市街地）秋祭り １０月１４日（火）・１５日（水）

川奈の万灯（秋祭り） １０月１６日（木）昨年の写真

赤沢秋祭り １０月２４日（金）・２５日（土）

富戸秋祭り １０月２９日（水）

富戸城ヶ崎海鮮みそ汁祭 １１月３日（月）10時～富戸港網干し場

尻つみ祭り（音無神社） １１月１０日（月）18時～（尻相撲写真）
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このホームページに掲載の写真は伊東観光協会ほかの協力です 

Since98.5.22　
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