伊東市

伊東市

伊東マリンタウン 伊豆中ばんばん食堂
10557-37-0777 i湯川571-19 011：00〜21：00（LO20：30）

全商品

5%OFF

10％OFF

伊東市

伊東市

伊豆高原ステンドグラス美術館

100 円OFF

大人入館料

入園料

※1枚1名まで 併用不可

※1枚5名まで 併用不可

入館料

※1枚5名まで 併用不可

※1枚5名まで 併用不可

伊 豆 テ デ ィ ベ ア・ミ ュ ー ジ ア ム

※1枚1グループ全員

※1枚5名まで ※初島フェリー往復乗船券を購入した方対象 併用不可

伊東市

伊東市

伊東市

全商品

※1枚1名まで ※特定日、朝湯、
ナイトを除く 併用不可

※1枚1名まで 併用不可

伊東市

伊東市

伊東市

伊東マリンタウン 伊豆高原ビール（アイス）

大人100 円OFF、小人50 円OFF

赤沢日帰り温泉館
1 0 5 5 7 - 5 3 - 2 6 1 7 i 赤 沢 字 浮 山 1 7 0 - 2 0 1 0：0 0〜2 2：0 0（ 繁 忙 期
9：0 0〜）
（ 最 終 入 場 2 2：0 0 ）d 無 休

5％OFF

入館料おとな

200 円OFF

※1枚1グループ全員 ※繁忙期：年末年始・３連休（最終日は通常営業時間）併用不可

10557-38-9000 i湯川571-19 09：00〜18：00

そば・うどんご注文の方に生卵・温玉・
ちくわ天のいずれかをサービス

全商品

※1枚1名まで 併用不可

※1枚1名まで 併用不可

伊東市

伊東市

伊東市

伊東マリンタウン 伊豆高原ビール（売店）

10557-35-9117 i湯川571-19 011：00〜21：00（LO20：30）

池田20世紀美術館
10557-45-2211 i十足614 09：00〜17：00 d水（祝日の場合は
開館）

5％OFF

入館料

20％OFF

※1枚5名まで 併用不可
伊東市

伊東市

伊東市

伊東マリンタウン 伊豆高原ビール（レストラン）

伊豆アンモナイト博物館
10557-51-8570 i大室山高原10-303 010：00〜17：00 d火、水

10557-38-9000 i湯川571-19 011：00〜21：00（LO20：30）

※1枚1名まで ※まる天を除く 併用不可

09：00〜17：00（最終入場16：

※1枚1グループ全員 併用不可

※1枚1名まで 併用不可

全商品

i富戸1029-64

入館料割引 大人1000円→900 円、
小中学生600円→500 円

5%OFF

5%OFF

怪しい少年少女博物館
10557-51-8800
30）d無休

アイスクリーム＆ソフトクリーム

10557-38-9000 i湯川571-19 09：00〜18：00

5％OFF

入館料

50 円OFF

※1枚1グループ全員 併用不可

※1枚1名まで 併用不可

伊東マリンタウン 伊豆中
10557-35-3511 i湯川571-19 09：00〜18：00

伊東市

伊東市

伊東市

伊東マリンタウン はるひら丸

※施設により利用可能時間が異なりますのでご注意ください。※一部施設は小人は
ご利用になれません。※ミニソフトクリームは赤沢日帰り温泉館にてお受け取りください。

伊東マリンタウン あさぎり

10557-38-1811 i湯川571-19 0朝湯5：00〜10：00、通常10：00〜
18：00、ナイト18：00〜22：00（最終入館21：00）

10557-35-3355 i湯川571-19 09：40から毎時40分発〜15：40

７つの日帰り施設が楽しめる1DAYパスポート
購入の方にミニソフトクリームプレゼント 併用不可

10557-36-5567 i湯川571-19 09：00〜18：00

※1枚1名まで 併用不可

赤沢温泉郷
10557-53-5555 i赤沢字浮山163-1 09：00〜22：00（最終入場
21:00）d無休

※1枚1グループ全員 ※ケーキ単品は除く 併用不可

5％OFF

全商品

伊東市

伊東市

伊東市

伊 東 温 泉 観 光・文 化 施 設 東 海 館

100 円OFF

10557-36-2639 i湯川571-19 09：00〜18：00

伊東マリンタウン ドルフィン伊豆

かもめのエサプレゼント

併用不可

喫茶東海館全品

※1枚1名まで 併用不可

10557-38-8988 i湯川571-19 09：00〜18：00

かもめのエサやり体験にて

10557-36-2004 i東松原町12-10 09：00〜21：00、喫茶室10：00
〜17：00（LO16：30）d第3火（祝日の場合は翌日）

5％OFF

富 士 急 マ リ ン リ ゾ ー ト 初島フェリー
10557-81-0541 i和田浜南町6-11 07：30〜18：15 d無休

100 円OFF

10557-36-3396 i湯川571-19 09：00〜18：00

伊東マリンタウン そうずら庵

100 円OFF

入園料

入館料

※1枚1名まで 併用不可

起雲閣
10557-86-3101 i昭和町4-2 09：00〜17：00（最終入場16：30）d
水（祝日の場合は開館）、12月26日〜30日

熱海市

伊東市

伊東市

5%OFF

伊東マリンタウン シーサイドスパ

伊豆シャボテン動物公園

10557-54-5001 i八幡野1064-2 09：30〜17：00 d12月、2月、
3月の第2火

10557-37-3366 i湯川571-19 09：00〜18：00

全商品

熱海市

伊東市

伊東市

※1枚1名まで 併用不可

伊東マリンタウン サンドウィッチハウスSAZANKA

※1枚5名まで ※季節により入園料金が異なります。 併用不可

10 ％OFF

ソフトドリンクサービス

全商品

入園料割引 大人 200 円OFF、
小人100 円OFF

10557-51-1111 i富戸1317-13 09：00〜16：00（11月〜2月）、
9：00〜17：00（3月〜10月）d無休

お食事利用の方に

ア カ オ ハ ー ブ ＆ ロ ー ズ ガ ーデン
10557-82-1221 i上多賀1027-8 09：00〜17：00（最終入場16：
00）d12月・1月の火

10 ％OFF

10557-29-6111 i湯川571-19 011：00〜21：00（LO20:30）

伊東マリンタウン 茶房伊豆自然生活

三島市、沼津市
熱海市

伊東市

伊東市

伊 豆 四季 の 花 公 園

みかん1個プレゼント

いなりずし

松崎町、西伊豆町、伊豆市、

10557-51-1128 i富戸841-1 09：00〜16：00（11月〜2月）、9：00
〜17：00（3月〜10月）d無休

10557-44-4880 i湯川571-19 09：00〜18：00

伊東マリンタウン 祇園

河津町、下田市、南伊豆町、
伊豆の国市、函南町、

※1枚1グループ全員
※ペット連れはケージもしくはカートに入れてカバーまですれば入館可 併用不可

※1枚1名まで 併用不可

伊東マリンタウン 海辺の食卓

熱海市、伊東市、東伊豆町、

10557-44-4333 i川奈1439-1 010：00〜17：00 d第１・３水、臨時
休業あり

5%OFF

エリアの

クーポンが使えるスポット

※1枚1グループ全員 併用不可

10557-35-3060 i湯川571-19 09：00〜18：00

伊東マリンタウン いで湯っこ市場

伊 豆

入館料

※1枚1名まで 併用不可

伊東マリンタウン 磯丸

伊豆高原アンティーク・ジュエリー・ミュージアム
10557-54-5566 i八幡野1030-63 09：30〜17：00（最終入館16：
30）d第1、第3火（祝日の場合は開館）※8月は無休

伊豆ぐらんぱる公園
10557-51-1122 i富戸1090 09：00〜16：00（11月〜2月）、9：00〜
17：00（3月〜10月）d無休

大人100 円OFF、中高生50 円OFF、
小人50 円OFF

5%OFF

入園料

※1枚1名まで 併用不可

※1枚1名まで ※酒類、
うなぎパイは除く 併用不可

※1枚5名まで ※グランイルミは対象外 併用不可

10 ％OFF

…鑑賞・体験スポット

…グルメスポット

…買い物・お土産スポット

…日帰り温泉スポット 他 …その他スポット
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伊東マリンタウン べるじゅ

10557-54-3006 i八幡野1666-4 伊豆高原体験の里 0体験開始時
間10：00、12：00、14：00 d12月29日〜1月3日

10557-38-7321 i湯川571-19 09：00〜18：00

●食事処河津の庄でお食事された時、レモンジュース顆粒1袋
プレゼント ●土産処オレンヂセンターで1,000円以上のお
買い物でレモンジュース顆粒1袋プレゼント

体験者に握り寿司２貫プレゼント

全商品

※1枚1名まで 併用不可

※1枚1グループ全員 ※要予約

※1枚1名まで 併用不可

併用不可

ねこの博物館

入館料割引 大人1,300円→1200 円、
中高生1,000円→900 円、小学生700円→600 円

※1枚1グループ全員 併用不可

※1枚1グループ全員 併用不可

10％OFF

入園料

※1枚1グループ全員 併用不可

※1枚1名まで
※ポストカードは河津町観光協会窓口にてお受け取りください 併用不可

伊東マリンタウン ゆ〜みんフック

10557-51-8021 i大室高原5-386 010：00〜16：00 d火、水（祝日は
開館）

10557-38-0690 i湯川571-19 09：10から毎時10分発〜15：10

入館料 大人（高校生以上）800円→700 円
小人（小・中学生）500円→ 400 円

大人100 円OFF、小人50 円OFF

※1枚1グループ全員 併用不可

※1枚1名まで 併用不可

網元料理 徳造丸 魚庵
10557-95-1930 i稲取3009-18 011：00〜20：45（LO20：00）
d火（祝日の場合は営業）、中休憩15：00〜17：00（繁忙期は営業）

伊東マリンタウン らぁめんじゃんまりん
10557-32-0130 i湯川571-19 011：00〜21：00（LO20：30）

ウェルカムドリンク1杯サービス

5%OFF

※1枚1グループ全員 併用不可

※1枚1名まで 併用不可

網元料理 徳造丸 本店

伊東市

賀茂郡東伊豆町

賀茂郡河津町

河 津バガテル公園

※1枚1名まで ※酒類除く 併用不可

伊東市

桜のポストカードプレゼント

賀茂郡東伊豆町

賀茂郡河津町

河津桜観光交流館
10558-32-0330 i笹原72-12 0お土産8：00〜17：00、食堂11：00
〜15：00 d売店：無休、食堂：水

村上康成美術館

伊東マリンタウン メルローズマーケット

5%OFF
伊東市

伊東市

賀茂郡河津町

10558-34-1946 i田中11 09：00〜16：00 d水（河津桜まつり期間
2月10日〜3月10日は無休）

5％OFF

10557-36-2711 i湯川571-19 09：00〜18：00

10557-51-5133 i八幡野1759-242 09：00〜17：00（最終入場16：
30）d無休

入館料

かわづカーネーション見 本 園

伊東市

伊東市

賀茂郡河津町

踊り子温泉会館
10558-32-2626 i峰257-1 010：00〜21：00 d無休（メンテナンス
休あり）

10％OFF

伊東マリンタウン ラ・チュラカーニ

10557-95-1688 i稲取798 2階 010：30〜17：30（LO16：45）
d水（祝日の場合営業）

10557-35-5011 i湯川571-19 09：00〜18：00

大人

ウェルカムドリンク1杯サービス

全商品

※1枚1グループ全員 併用不可

※1枚1グループ全員 併用不可

※1枚1名まで 併用不可

10558-34-2200 i峰1073 09：30〜16：30
（12月1日〜4月27日9：30〜16：
00）d木
（4月27日〜6月30日、10月1日〜11月30日、河津桜まつり期間は無休）

100 円OFF

300 円OFF
※1枚1グループ全員 併用不可

飲食代

得々クーポン
（ 一部施
はできません。
券やサービスなどとの併用
●本クーポン券は、他の割引
本クーポン券をご提出く
際は、施設窓口等へ必ず
設を除く） ●特典をご利用の
利用できません。
イル機器の画面提示ではご
ださい。●携帯電話やモバ

ハローナビしずおか
http://hellonavi.jp

で検索！

入館料 大人1,200円→1,000 円
小学生600円→ 500 円

※1枚5名まで 併用不可

※1枚1グループ全員 併用不可

いちごらんど中西
1 0 5 5 7 - 2 3 - 0 1 8 7 i 奈良本 1 3 8 1 - 2 0 9：0 0〜1 6：0 0（なくなり次 第
終了）d 不 定 休

100 円OFF

茶房＆体験工房 さくら坂

そば打ち体験 観音亭
10557-54-3006 i八幡野1666-4 伊豆高原体験の里 0体験開始時
間10：00、12：00、14：00 d無休

体験者に山菜おろしまたは
なめこおろしを試食時追加
※1枚1グループ全員 ※要予約 併用不可

10557-22-5566 i奈良本1271 09：30〜16：00（最終受付）d無休

陶芸体験 八幡野窯
10557-54-3006 i八幡野1666-4 伊豆高原体験の里 09：30〜（最
終受付：電動ろくろ17：00、
その他16：00）d無休

100 円OFF

体験料金

体験者に陶器の小物プレゼント

※1枚1グループ全員 併用不可

※1枚1グループ全員 併用不可

収穫体験農園 ふたつぼり
10557-95-2747 i稲取1813-1 09：00〜17：00（最終入場16：00）
d雨天時

10 ％OFF

伊東市

クーポンはHPにも掲載中！

（月）
7年3月20日

賀茂郡東伊豆町

（火）〜201
11月1日
有効期 限 2016年

特製キーホルダープレゼント

伊東市

賀茂郡東伊豆町

クーポンは8ページに掲載！
クーポンは8ページに掲載！

10557-48-7777 i富戸1096-1 09：00〜17：00 d無休（12月メンテ
ナンス休館あり）

※1枚5名まで ※11月末〜12月初旬よりいちご狩り開始。
（要HP確認）
。
不定休のため、来園の際は前日または当日にご連絡ください 併用不可

※1枚1グループ全員 併用不可

象牙と石の彫刻美術館〜ジュエルピア〜

10557-95-0220 i稲取3150 09：00〜17：00 d木（祝日の場合は
営業）、12月31日〜1月3日、1月17日

入園料

ウェルカムドリンク1杯サービス

5％OFF

※1枚1グループ全員 併用不可

伊東市

賀茂郡東伊豆町

下田市

網 元料理 徳造丸 下田店

1 0 5 5 8 - 2 3 - 7 2 0 0 i 東 本 郷 1 - 1 - 2 3 2 階 0 平日1 0：3 0〜1 7：3 0
（LO16：45）、土日祝11：00〜20：45（LO20：00）、12月11：00〜20：45
（LO20：00）d水（祝日の場合営業）

切り取って
ご使用
ください

入園料割引 大人2200円→2,000 円、
子ども1100円→1,000 円
伊豆フライトハウス

食事処あかざわ
10557-54-3006 i八幡野1666-4 伊豆高原体験の里 011：00〜
17：00（LO16：00）d無休

10557-95-3535 i稲取3344 09：00〜16：00 d12月13日〜15日

伊東市

海鮮バーベキュー2,000円を

賀茂郡東伊豆町

賀茂郡河津町

舟 戸の番屋
10558-32-0432 i見高358-2 09：00〜16：00 d火（祝日の場合は
営業）
（ 2月10日〜3月10日無休）

5%OFF

※1枚1名まで 併用不可

※1枚5名まで 併用不可

※1枚6名まで 併用不可

伊東マリンタウン 和洲

全商品

併用不可

伊東市

食事利用の方にミニところてん
またはコーヒーサービス

入園料割引 大人1,500円→1,300 円、
小人750円→550 円
伊豆アニマルキングダム

5%OFF

10557-38-3515 i湯川571-19 09：00〜18：00

10557-23-1105 i奈良本1253-10 08：30〜17：00（最終入場16：
30）d無休

※1枚1グループ全員

賀茂郡東伊豆町

賀茂郡河津町

七滝観光センター 泣か せ 隊 食 堂
10558-36-8263 i梨本379-13 08：30〜16：30（食事時間9：30〜
15：00）d無休

熱川バナナワニ園

伊東市

入園料割引
大人（中学生以上）1,500円→1,300 円
小人（小学生）800円→700 円

賀茂郡東伊豆町

賀茂郡河津町

体感型動物園iZoo
10558-34-0003 i浜406-2 09：00〜17：00
（最終入園16：30）d無休

※1枚1グループ全員 ※割引利用時クレジット払い不可 併用不可
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にぎり寿司体験 あかざわ

伊東市

伊東市

賀茂郡河津町

伊豆オレンヂセンター・食 処 河 津 の 庄
10558-32-1134 i見高1266-31 0伊豆オレンヂセンター9：00〜17：
00、河津の庄10：00〜16：00 d不定休

陶磁ガラス美術館
10557-54-9600 i八幡野9-184 010：00〜17：00（最終入場16：
30）d木（桜まつり期間を除く）

入園料

粗品進呈

※1枚1グループ全員 併用不可

※1枚1グループ全員 併用不可

