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公益社団法人 静岡県観光協会
〒422-8067 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル2F

TEL.054-202-5595

月〜金 8：30〜17：15（土・日・祝、年末年始休み）
※本誌掲載情報は、2021年3月現在のものです。
202103.5,000

大井川流域の農産物を販売する体
験型フードパーク。多種類の茶葉が
楽しめる緑茶スタンドや、製造工程が
体験できるアトラクションもある。
所
交

ふじのくに茶の都ミュージアム

1

16

［島田市］

日本一の広さを誇る牧之原台地周辺をはじめ、
県内には多くの茶産地が点在。その産出額は日本一です。
併せて茶葉の香り・甘み・渋み・苦みのバランスを飲み比べたり、
茶摘みや呈茶などを体験できる施設も充実。
日本一の茶産地で、ちょっと一服するのがお薦めです。

島田市竹下62
大井川鐵道 門出駅直結
新東名 島田金谷ICからすぐ
0547-39-4073
（KADODE OOIGAWA）

呈茶

日本や世界のお茶の歴史や文化を
学べるお茶の博物館。茶道のほか、
抹茶挽きなどの体験ができる。
所
交

所

静岡市葵区駿府城公園1-1
JR静岡駅から徒歩15分
054-251-0016
（紅葉山庭園）

時の移ろいと花々の色彩でいっぱいの地

浜松・浜名湖エリア
静岡県全域MAP

交

所
交

所在地
交通アクセス
電話番号
（問い合わせ先）

蔵屋鳴沢［伊豆の国市］

自社工場で製造したお茶を直売し、
地ビールを楽しめるレストランも併設。
春と秋には茶摘み体験ができる。

立礼席の茶室では煎茶や抹茶などの
静岡茶を味わえる。駿河の国の名勝を
織り込んだ庭園も必見。
交

24

太陽と茶園に抱かれた自然と歴史の地

中東遠エリア

マークの見方
3

［静岡市］

所

島田市金谷富士見町3053-2
JR金谷駅からバス
「二軒家原」下車、徒歩3分
0547-46-5588
（ふじのくに茶の都ミュージアム）

茶摘み

駿府城公園 紅葉山庭園・茶室

4

20

するがエリア

旅する皆様へ

伊豆の国市中２７２-１
伊豆箱根鉄道 伊豆長岡駅下車、
タクシー5分
または徒歩20分
055-949-1208
（蔵屋鳴沢）

﹁ふじのくに しずおか﹂で

［島田市］

歴史を刻み、
自然を有する駿河の地

ココロもカラダも元気旅！

12

霊峰富士︑駿河湾をはじめ︑

わ

豊かな観光資源をもつ静岡県︒

が

世界の宝・富士山の恵みが溢れる地

富士山エリア

温暖な気候やその土地ならではのグルメ等︑

い

08

豊かな自然と文化が調和する地

伊豆エリア

その多彩な魅力は︑

お

02

お茶を愉しむ

静岡茶

訪れる人たちの心に描いた旅を

お

01

きっとかなえてくれるでしょう︒

で

KADODE OOIGAWA

さあ︑ぷらっと﹁ふじのくに しずおか﹂へ︒

ど

静岡茶

か

お茶を愉しむ

2

Contents

「新しい旅のエチケット」
を守り、
安心で楽しい旅行に
おでかけください。

玉露の里 瓢月亭 ［藤枝市］

6

5

岡部の朝比奈地域は玉露の三大産
地のひとつ。
日本一と評されるまろやか
な味わいと上品な香りを堪能できる。
所
交

しずおかO-CHAプラザ

県内各地のお茶を体験できる静岡茶
の情報発信拠点。日本茶インストラク
ターに緑茶の淹れ方を教えてもらえる。

藤枝市岡部町新舟1214-3
新東名 藤枝岡部ICから約10分、
または
JR静岡駅からバス
「藤枝市岡部支所前」下車後、
バス乗換「玉露の里」下車すぐ
054-668-0019
（玉露の里）

所
交

8

静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階
JR静岡駅から徒歩2分
054-654-3700
（公益財団法人世界緑茶協会）

グリンピア牧之原 ［牧之原市］

7

所

川根本町の暮らし・自然・産物などを
紹介する施設。茶室では、
おいしいお
茶の淹れ方が学べる。

牧之原市西萩間1151

所

交Ｊ
Ｒ金谷駅から車で約20分

交

東名 相良牧之原ＩCから約7分
0548-27-2995
（グリンピア牧之原）

清水邸庭園 湧水亭 ［掛川市］

9

所

掛川城公園 二の丸茶室

掛川城天守閣の東に位置し、広間・立
礼席・小間の茶室を備え、
「掛川茶」の
煎茶や抹茶を楽しむことができる。
所

掛川市西大渕5298-2
東名 掛川ICから約20分
0537-48-6456
（清水邸庭園湧水亭）

交

12

浜松市茶室 松韻亭［浜松市］

浜松城公園にあるモダンな数寄屋
造りの茶室。立礼席で、
日によって抹
茶か煎茶が味わえる。
浜松市中区鹿谷町11-4
交Ｊ
Ｒ浜松駅からバス
「浜松城公園入口」下車、
徒歩5分
053-473-4310
（浜松市茶室 松韻亭）
所

1

榛原郡川根本町水川71-1 かわねの道の駅
新東名 島田金谷ICから約80分
東名 相良牧之原I.Cから約70分
0547-56-2100
（フォーレなかかわね茶茗舘）

［掛川市］

江戸元禄時代に回船問屋を営み、藩
の御用達を勤めた旧家・清水家。回遊
式庭園を眺めながらお茶を楽しめる。
交

フォーレなかかわね茶茗舘

［川根本町］

製茶問屋「喜作園」
が営むお茶体験施
設。お茶摘み体験は広い茶畑でお茶
の葉に触れ香りを楽しめる。

10

※掲載情報の内容が変更されて
いる場合がございます。
あらかじめ、
出発前に
ご確認ください。

［静岡市］

掛川市掛川1138-24
JR掛川駅から徒歩7分
東名 掛川ICから約10分
0537-23-1199
（掛川城公園 二の丸茶室）

富士山

駿河湾フェリー ［静岡市］

11

香りの丘茶ピア［袋井市］

茶畑が広がるお茶のテーマパークに
は、美しい日本庭園のある茶室で茶
道体験ができる。
所
交

袋井市岡崎7157-1
JR袋井駅から車で11分
東名 袋井ICから約18分
0538-44-1900
（香りの丘 茶ピア）

清水港と土肥港を約70分で結ぶカーフェ
リー。輝く駿河湾の向こうに霊峰富士を望
む絶景クルーズが体験できる。運賃の確認
や乗船のご予約は、
ホームページへ。
所
交

清水港：静岡市清水区日の出町10-80
土肥港：伊豆市土肥2920
清水港：J R清水駅から無料シャトルバス約10分
東名 清水ICから約15分
土肥港：伊豆箱根鉄道 修善寺駅からバス
「土肥港」
または
「土肥港ターミナル」下車
東名 沼津ICから約75分
054-340-5223（
（一社）
ふじさん駿河湾フェリー）

富士山エリア

静岡県

浜松・浜名湖エリア

するがエリア
伊豆エリア

中東遠エリア

溶岩流の端、玄武岩の崖にか
かる伊 豆 最 大 級 の 滝 。高さ
25m、幅7m、滝壺の深さ15m。
水面近くの柱状節理と滝がおり
なす景色が美しい。
「日本の滝
百選」
に選ばれている。
所
交

所

浄蓮の滝［伊豆市］

伊豆市湯ヶ島894-12
伊豆急行 河津駅からバス
「浄蓮の滝」
下車すぐ
0558-85-1125
（浄蓮の滝観光センター）

交

9

Ⅰ

石廊崎（石廊崎オーシャンパーク）

［南伊豆町］

伊豆半島の最南端にある自然公園。太平
洋を一望し、石廊崎灯台や石室神社など
岬めぐりが楽しめる。休憩棟では自然の成
り立ち「ジオ」の学習、軽飲食や土産購
入ができる。
所
交

10

田方郡函南町桑原1400-20
JR熱海駅からバス
「十国峠登り口」
下車すぐ
0557-81-6895（箱根十国峠ケーブルカー）

1

所

所

伊東市池672-2 交 JR伊東駅からバス
「シャボテン公園」
下車すぐ
0557-51-0258（大室山登山リフト）

三四郎島［西伊豆町］

伊豆半島の歴史は約2千万年前にさかのぼる。はるか
南の海底火山や火山島が徐々に北上して本州と衝突
し、様々な火山活動により現在の伊豆半島を形成した。
多彩な地形や景観に、
太古の地球の営みを感じることが
できる。2018年4月、
ユネスコ世界ジオパークに認定。

賀茂郡西伊豆町仁科2960
伊豆箱根鉄道 修善寺駅からバス「瀬浜」
下車、徒歩2分
0558-52-1268（西伊豆町観光協会）

12

黄金崎［西伊豆町］

伊豆西海岸の景勝地。駿河湾越しに見る富士
山の眺望と、
夕日を浴びて黄金色に輝く岩肌が
美しい。遊歩道や展望台、芝生広場などが整
備され、岬全体が公園となっている。
所
交

賀茂郡西伊豆町宇久須
伊豆箱根鉄道 修善寺駅からバス
「黄金崎クリスタルパーク」
下車、
徒歩10分
0558-52-1268
（西伊豆町観光協会）

11

2

室岩洞［松崎町］

加工しやすく耐火性に優れ、江戸城にも使われていた
伊豆石。1954年頃まで石切り場として使われていた洞
内を見学できる。手彫りだった頃の職人の工夫の痕跡
も見どころ。
所
交

14

龍宮窟［下田市］

下から見上げると、
ぽっかりと直径約
50mの天窓が開く神秘的な洞窟。
上にある遊歩道から洞窟を見下ろす
とハート型に見えることから、恋愛の
パワースポットとして人気が高い。
所
交

下田市田牛696-1
伊豆急行 伊豆急下田駅からバス「龍宮窟」
下車すぐ
0558-22-1531
（
（一社）
下田市観光協会）

城ヶ崎海岸［伊東市］

海中に流れ出た天城火山の溶岩が、波に浸
食されてできたリアス式海岸。高さ数十mの
断崖が約9km続く。原生林の中に遊歩道が
整備され、迫力満点の海の吊り橋などもある。

所
交

伊東市富戸842-242
伊豆急行 城ヶ崎海岸駅から徒歩30分
または、
タクシー約10分
0557-37-6105
（伊東市観光案内所）

賀茂郡松崎町道部
伊豆箱根鉄道 修善寺駅からバス
「松崎」下車、
バス乗換「室岩洞」
下車、徒歩5分
（見学 洞窟内の電気点灯：8時30分〜17時）
0558-42-0745（松崎町観光協会）

13

3

大室山［伊東市］

天城山側火山のひとつで、
草に覆われ、
すり鉢を伏せたような山体が特徴。
リフトで登る
山頂では、
お鉢めぐりをはじめ伊豆七島、
富士山、
箱根、
天城の山々の絶景を楽しめる。

賀茂郡南伊豆町石廊崎546-5
伊豆急行 伊豆急下田駅からバス
「石廊崎オーシャン
パーク」下車、徒歩10分
0558-65-1600
（石廊崎オーシャンパーク）

象島、中ノ島、沖ノ瀬島、高島の総
称。見る角度によって３つにも４つ
にも見えることからこう呼ばれてい
る。潮の満ち引きにより陸と地続き
になる
「トンボロ現象」
がみられる。
交

エリア

賀茂郡河津町梨本地区
伊豆急行 河津駅からバス
「河津七滝」下車すぐ
0558-32-0290（河津町観光協会）

8

十国峠［函南町］

7

伊豆、
甲斐、上総など十の国が見渡
せたことが「十国峠」の由来。ケーブ
ルカーで登る山頂からは、好天なら
遠くは房総半島を遠望できる。春は
ツツジ、秋はススキの景色が見事。

伊豆

所
交

豊かな自然と
文化が調和する地

天城山の麓を流れる河津川にかかる7つの滝の総称。上流
から、釜滝、海老滝、蛇滝、初景滝、
カニ滝、出合滝、大滝。
川沿いに整備された遊歩道を歩く
「滝めぐり」
もおすすめ。

数千年前の火山活動によって︑

徒歩10分
0557-81-2631
（伊豆山温泉観光協会）

河津七滝［河津町］

6

熱海市伊豆山604-10

現在の伊豆半島が誕生︒

か わ づ ななだる

この自然の恵みが

所

交Ｊ
Ｒ熱海駅からバス
「逢初橋」下車、

全国有数の温泉地﹁伊豆﹂の

歴史と文化を創りあげました︒

走り湯［熱海市］

5

約1,300年前に発見された横穴
式源泉で、
日本三大古泉のひと
つ。源頼朝も入浴したと伝わる。
山腹から湧き出た湯が、飛ぶよう
に走り落ちる様から
「走り湯」
と
名付けられた。

大瀬崎［沼津市］

駿河湾に1kmほど突き出し
た岬で、国の天然記念物の
ビャクシン樹林が群生。富士
山のビュースポット、
スキュー
バダイビングポイントとしても
広くその名を知られている。
沼津市西浦江梨
JR沼津駅からバス「大瀬岬」下車、
徒歩10分
055-934-4747
（沼津市産業振興部観光戦略課）

所
交

4

細野高原［東伊豆町］

東 京ドーム約 2 6 個 分の広 大な高
原。春はワラビやゼンマイなどの山菜
採り、秋は黄金色に輝くすすき野原
の散策を満喫できる。伊豆諸島を一
望する絶景スポットでもある。
所
交

賀茂郡東伊豆町稲取3150-3
伊豆急行 伊豆稲取駅から車で約15分
0557-95-0700
（東伊豆町観光協会）

3

伊豆急行

伊東〜下田間の45.7kmを結ぶ観光
路線。車窓からは海や伊豆七島、緑
豊かな自然の風景を楽しめる。海が見
えるように座席を設置した車両「リゾ
ート21」
が人気。
0557-53-１１１１
（伊豆急行株式会社
（代表）
）

2

20 伊豆ぐらんぱる公園
（伊豆高原グランイルミ）
［伊東市］

日本初の体験型イルミネー
ションが圧巻。壮大な輝き
の中で、ナイトアトラクショ
ン、光と音のショータイム、夜
行性動物とのふれあいなど
を満喫できる。
伊東市富戸1090
伊豆急行 伊豆高原駅からバス
「ぐらんぱる公園」下車すぐ
東名厚木ICから約120分
0557-51-1122
（伊豆ぐらんぱる公園）

所
交

交

エリア

伊東市富戸1317-13
伊豆急行 伊豆高原駅からバス
「シャボテン公園 」下車すぐ
東名厚木ICから約120分
0557-51-1111
（伊豆シャボテン動物公園）

所

下田市須崎
伊豆急行 伊豆急下田駅からバス
「爪木崎」下車すぐ
0558-22-1531
（下田市観光協会）

伊豆

所
交

爪木崎灯台

自然が織りなす花々

約1,500種類のサボテンや多肉植
物と、カピパラをはじめ約120種類
の動物たちとふれあいができる。自
然と融合した公園でリフレッシュ!

動物たちとのふれあい︑

伊豆シャボテン動物公園

［伊東市］

富士山を望む大パノラマなど

21

感動︑学び︑遊びの宝庫です︒

爪木崎 ［下田市］

19

須崎半島の東端にある岬。野水仙が
群生し、12月頃から白い花がほころぶ。
ピーク時には約300万本が咲き、岬は
甘い香りに包まれる。夏のハマユウ、秋
のツワブキも美しい。

Ⅱ

15

河津桜 ［河津町］

河津桜は2月上旬から開花しはじめ、3月上旬まで約1ヶ月にわたり
咲く早咲きの桜。河津川沿い約4kmに約850本の河津桜を含め
およそ8,000本の桜が咲き誇る。多くのお花見客で賑わう。
所
住
交
交

22

賀茂郡河津町
伊豆急行 河津駅下車徒歩3分
0558-32-0290
（河津町観光協会）

伊豆アニマルキングダム［東伊豆町］

動物の群れの中を歩きながら見学する
ウォーキングサファリ、猛獣などを見ながら食事が楽しめる新感覚レ
ストランのほか、観覧車やパターゴルフなど、園内は遊びが充実。
所
交

23

賀茂郡東伊豆町稲取3344
伊豆急行 伊豆稲取駅からバス
「伊豆アニマルキングダム」下車すぐ
0557-95-3535
（伊豆アニマルキングダム）

伊豆の国パノラマパーク［伊豆の国市］

16

全長1,800mのロープウェイで登る葛城山山頂には360度の大パノラマが
広がる。景色を見ながら食事やお茶を楽しめるカフェ、
ベッドに寝転びながら
絶景を独り占めできるプライベート空間も完備。
所
交

南伊豆町を流れる青野川の両岸に河津桜、土
手や約3haの広大な畑に菜の花が咲き誇る。
早春の大地を彩るピンクと黄色が圧巻。道の
駅「下賀茂温泉湯の花」
では足湯も楽しめる。

伊豆の国市長岡260-1
伊豆箱根鉄道 伊豆長岡駅からバス「伊豆の国市役所前」
下車徒歩2分
東名沼津ＩＣまたは、
新東名長泉沼津ＩＣから約20分
055-948-1525（伊豆の国パノラマパーク）

25

賀茂郡南伊豆町下賀茂157-1
伊豆急行 伊豆急下田駅からバス
「日野」下車すぐ
（菜の花畑）
、
「九条橋」
下車、徒歩3分
（桜まつり会場）
0558-62-0141
（南伊豆町観光協会）

所
交

17

恋人岬［伊豆市］
18

岬の先端にある展望デッキからは、
駿河湾と富士山が眺める。愛の鐘
を鳴らすと恋が実ると言われ、人気
のスポット。岬の事務局では恋人
宣言証明書も発行してもらえる。
伊豆市小下田242-1
交 伊豆箱根鉄道 修善寺駅からバス
「恋人岬」
下車すぐ、
東名沼津ＩＣまたは新東名長泉
沼津ＩＣから約80分
0558-98-1212
（伊豆市観光協会土肥支部）
所

みなみの桜と菜の花 ［南伊豆町］

アカオハーブ&ローズガーデン

［熱海市］

24

三島スカイウォーク［三島市］

日本最長400mの人道吊橋。富士山や駿河湾など360度の
パノラマと空中散歩を満喫できる。アスレチックやジップスライ
ドなどアクティビティも人気。
所

三島市笹原新田313

交Ｊ
Ｒ三島駅からバス
「三島スカイウォーク」下車すぐ

自然の丘陵地を活かし、海を借景とし
た雄大な美しい景色の中に12のガー
デンが点在する花の楽園。カフェや絶
景ブランコなどフォトスポットも充実。
所

熱海市上多賀1027-8

熱海梅園 ［熱海市］

日本で最も早咲きの梅、
そして最も
遅い紅葉で知られる熱海梅園。1〜
3月の梅まつり、5〜6月の新緑、秋
のもみじまつりがあり、四季折々での
んびりと自然散策が楽しめる。
所

熱海市梅園町8-11

交Ｊ
Ｒ熱海駅より伊豆箱根バス
「梅園」下車すぐ

0557-85-2222
（熱海市観光協会）

交Ｊ
Ｒ熱海駅からバス

「アカオハーブ&ローズガーデン」
下車すぐ
0557-82-1221
（アカオハーブ&ローズガーデン）

055-972-0084
（三島スカイウォーク）

5

4

31

韮山反射炉 ［伊豆の国市］

三島市大宮町2-1-5
JR三島駅から徒歩15分
伊豆箱根鉄道 田町駅より徒歩5分
055-975-0172（三嶋大社）

幕末期の代官 江川坦庵の建言により造られた大砲鋳造施
設。稼働した反射炉が現存するのはここだけ。2015年、
「明治日
本の産業革命遺産」
の1つとして世界文化遺産に登録。
所
交

伊豆の国市韮山中268-1
伊豆箱根鉄道 伊豆長岡駅から徒歩23分
055-949-3450（韮山反射炉ガイダンスセンター）

33

交

賀茂郡東伊豆町稲取1729
伊豆急行 伊豆稲取駅から徒歩15分
0557-95-2901（稲取温泉旅館協働組合）

32

了仙寺・下田ペリーロード ［下田市］

徳川家光の命で建立され、
1854年には日米和
親条約締結の舞台となった了仙寺。
ペリー提督たちが歩いた小径は
「ペリーロード」
と呼ばれ、今も往時の佇まいを残している。

所
交

下田市三丁目14
七軒町3-12-12
伊豆急行 伊豆急下田駅から徒歩10分
0558-22-1531（下田市観光協会）

26
35

なまこ壁

Ⅲ

文化公園 雛の館［東伊豆町］

江戸時代から稲取温泉に伝わる
「雛
のつるし飾り」。館内には色とりどりで
可憐なつるし飾りが展示されており、
女の子の健やかな成長を願い受け
継がれている。
（夏季閉館）
所

エリア

所
交

伊豆

伊豆国一の宮として栄え、源頼朝が
源氏再興を祈願したと伝わる大社。天
然記念物の金木犀はパワースポットと
しても有名。参拝の際は、境内の茶屋
の縁起餅「福太郎」
をご賞味あれ。

先人たちが見た風景はそのままに︑

三嶋大社［三島市］

歴史と文化の息吹を感じる

見どころがたくさんあります︒

30

［松崎町］

34

なまこ壁とは、平瓦を壁に貼り、継
ぎ目を漆喰でナマコのように盛り
上げる技法で、
江戸時代に防火、
防風を目的として普及。松崎町で
は、
なまこ壁の建物が今も使われ、
風情ある町並みが残っている。

伊豆の長八美術館［松崎町］

27

松崎町出身で江戸時代に左官の名
工として名をあげた伊豆の長八
（入江
長八）
の作品50点を展示。左官技術
と日本画の狩野派の技法を取り入
れ、
芸術的に高く評価されている。
所

賀茂郡松崎町松崎216
交 伊豆箱根鉄道 修善寺駅からバス
「商店街口」
下車、
徒歩2分
0558-42-0745
（松崎町観光協会）
所

交

桂橋［伊豆市］

桂川にかかる朱塗りの橋は、
別名「 結ばれ橋 」
と呼ばれ、
恋愛のパワースポットでもあ
る。新緑や紅葉の季節はとく
に人気のスポット。

賀茂郡松崎町松崎23
伊豆急行 伊豆急下田駅からバス
「松崎」
下車、徒歩17分
0558-42-2540
（伊豆の長八美術館）

［伊豆市］
修善寺（竹林の小径）

修善寺温泉街を流れる桂川沿いの散策道。竹林の中の大
きな円形ベンチに座って目を閉じれば、風や葉など自然が奏
でる音色が耳に届く。日没後はライトアップされ、幻想的な
夜の散歩を楽しめる。
所
交

伊豆市修善寺1031-1
伊豆箱根鉄道 修善寺駅からバス
「終点・修善寺温泉」下車、徒歩7分
0558-72-2501
（伊豆市観光協会修善寺支部）

伊豆市修善寺3463 -17
伊豆箱根鉄道 修善寺駅からバス
「終点・修善寺温泉」下車、徒歩6分
0558-72-2501
（伊豆市観光協会修善寺支部）

所
交

お問い合せ一覧
熱海市観光経済課 ・・・・・・・・・・ 0557-86-6195

伊豆の国市観光課・・・・・・・・・・・ 055-948-1480

（一社）熱海市観光協会 ・・・・・・ 0557-85-2222

（一社）伊豆の国市観光協会・・・ 055-948-0304

伊東市観光課 ・・・・・・・・・・・・・・ 0557-32-1711

伊豆市観光商工課 ・・・・・・・・・・ 0558-72-9911

（一社）伊東観光協会 ・・・・・・・・ 0557-37-6108

伊豆市観光協会 修善寺支部 ・・ 0558-72-2501

東伊豆町観光商工課 ・・・・・・・・ 0557-95-6301

伊豆市観光協会 天城支部 ・・・・ 0558-85-1056

（一社）東伊豆町観光協会 ・・・・ 0557-95-0700

伊豆市観光協会 中伊豆支部 ・・ 0558-83-2636

河津町産業振興課 ・・・・・・・・・・ 0558-34-1946

伊豆市観光協会 土肥支部 ・・・・ 0558-98-1212

（一社）河津町観光協会 ・・・・・・ 0558-32-0290

（一社）伊豆市観光協会・・・・・・・ 0558-73-1958

下田市観光交流課 ・・・・・・・・・・ 0558-22-3913

函南町産業振興課・・・・・・・・・・・ 055-979-8173

（一社）下田市観光協会 ・・・・・・ 0558-22-1531

函南町観光協会・・・・・・・・・・・・・ 055-978-9191

南伊豆町商工観光課 ・・・・・・・・ 0558-62-6300

三島市商工観光課・・・・・・・・・・・ 055-983-2656

（一社）南伊豆町観光協会 ・・・・ 0558-62-0141

（一社）三島市観光協会・・・・・・・ 055-971-5000

松崎町企画観光課 ・・・・・・・・・・ 0558-42-3964

沼津市観光戦略課 ・・・・・・・・・・ 055-934-4747

松崎町観光協会 ・・・・・・・・・・・・ 0558-42-0745

（特非）沼津観光協会・・・・・・・・・ 055-964-1300

西伊豆町まちづくり課 ・・・・・・・ 0558-52-1114

戸田観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・ 0558-94-3115

西伊豆町観光協会 ・・・・・・・・・・ 0558-52-1268

36

と い きんざん

土肥金山 ［伊豆市］

かつて佐渡金山に次ぐ産出量を誇った伊豆最大の金山。坑道内
では人形で当時の作業をリアルに再現している。砂金採り体験の
ほか、世界最大250kgの金塊に触れることもできる。
所
交

伊豆市土肥2726
伊豆箱根鉄道 修善寺駅からバス「土肥金山」下車すぐ
東名 沼津ＩＣまたは新東名 長泉沼津ＩＣから約65分
0558-98-0800（土肥金山）

伊豆箱根鉄道

伊豆箱根鉄道駿豆線は、三
島〜修善寺を結ぶ全長約20
㎞の鉄道。沿線には温泉や
味覚狩り、史跡など見どころも
多い。周遊には一日乗り放題
のお得な乗車券「旅助け」
が
おすすめ。

28

所
交

伊豆市修善寺964
伊豆箱根鉄道 修善寺駅からバス
「終点・修善寺温泉」下車、徒歩5分
0558-72-0053
（福地山修禅寺）

わさび［伊豆市・河津町］

天城 山 系の渓 流 沿いはわさびの
産地︒わさび丼やわさびソフト︑
あ
んぱんなど﹁ 泣けるほど﹂美味し
いご当地メニューをご賞味あれ︒

金目鯛［東伊豆町・下田市］

東伊豆町や下田市をはじめ伊豆
東海岸ならどこでも金目鯛料理
を堪能できる︒煮付け︑
刺身︑
しゃ
ぶしゃぶ︑
焼き魚など種類も多彩︒

伊勢海老［南伊豆町］

修禅寺［伊豆市］

807年に弘法大師が開創したといわれ、鎌倉時代に北条
氏・源氏の興亡を見守った伊豆を代表する名刹。修禅寺物
語ゆかりの古面等を展示する宝物館も見所。

055-977-1207
（伊豆箱根鉄道運輸課）

伊豆の伊勢海老は︑身がつまり︑
甘みと旨味︑弾ける食感が特徴︒
活 造りや釜 揚 げ︑天ぷら︑
カレー
などあらゆる料理が味わえる︒

みしまコロッケ［三島市］

箱根西麓でとれた三島馬鈴薯
︵メ
ークイン︶
を100％使ったご当
地コロッケ︒合わせる具材︑
コロッケ
の形は店それぞれのオリジナル︒

タカアシガニ［沼津市］

駿河湾の深海に生息する世界最
大のカニ︒大きいものは足を伸ばす
と3〜4mになる︒
さっぱりとした
味わいとほんのり甘いのが特 徴 ︒

7

ニューサマーオレンジ ［伊東市・東伊豆町］

東伊豆の温暖で日当たりの良い
畑で育つニューサマーオレンジは︑
4〜6月が旬︒ジャムやゼリーな
どの加工品も人気が高い︒

静岡県生まれの品種﹁紅ほっぺ﹂︑
﹁きらぴ香﹂︑﹁章姫﹂を栽培︒
いち
ご狩り園も多く ︑趣 向を凝らし
たいちごスイーツの種類も豊富︒

いちご［伊豆の国市］

29

静岡県の 名

物
6

エリア

地元食材を使った食事、特産品が揃うバ
ザール、無料の足湯などを楽しめる静岡
県内では富士山に一番近い道の駅。東
富士五湖道路須走ICと国道138号の
双方からアクセスできる。

裾野市須山字藤原２４２７
交 JR三島駅またはJR御殿場駅から
バス
「ぐりんぱ」下車すぐ
東名裾野ICから約20分
055-998-1111
（遊園地ぐりんぱ）
所

所
交

富士山

道の駅 すばしり［小山町］

世界の宝・
富士山の恵みが
溢れる地

7

世界の宝そして日本の宝︑

富士山の大自然に囲まれ、
日本一標高の高い場所にある観
覧車、立体迷路、
アスレチックなどが楽しめる。アトラクション
「シルバニアビレッジ」
や
「M78ウルトラマンパーク」
なども人気。

世界文化遺産登録﹁富士山﹂︒

遊園地ぐりんぱ ［裾野市］

6

富士宮市根原／猪之頭
JR富士宮駅からバス
「朝霧高原」下車すぐ
東名富士ICから約75分または
新東名新富士ICから約70分
0544-27-5240
（富士宮市観光協会）

雄大な絶景を誇り︑

所
交

登山やアウトドア︑グルメ等︑

朝霧高原 ［富士宮市］

様々な自然の恵みを

もたらしています︒

5

朝に霧が発生しやすいことから
名前がついた富士山西麓の高
原。パラグライダーのフライトエリ
アでは、雄大な富士山の眺望と
清々しい風を満喫できる。初心
者の体験フライトも人気。

駿東郡小山町須走338-41
JR御殿場駅からバス「道の駅すばしり」下車すぐ
東名御殿場ICから約20分
0550-75-6363（ 道の駅すばしり）

Ⅰ

1

御殿場高原時之栖 ［御殿場市］

9

8

正面に富士山を望む広大な敷地内にホテル、
レストラン、
ビー
ル醸造所、温泉施設などがある。毎年テーマを変えて披露さ
れる華やかで幻想的な冬のイルミネーションは圧巻。
所
交

キリンディスティラリー富士御殿場蒸留所

※茶畑などへの無断での立ち入りはご遠慮下さい。

モルトウイスキーとグレーンウイスキーの仕込みから瓶詰め
まで一貫して行う世界でも珍しい蒸溜所。工場見学（要
予約）
もあり、
ショップではオリジナルグッズも購入できる。
所
交

10

富士山と広大な茶園の絶景スポット。段々に並ぶ茶畑の先に雄大
な富士山が見える撮影ポイントとして多くのカメラマンが訪れる場
所。茶農家と地元住民が主体となり、美しい景観が保たれている。

［御殿場市］

御殿場市神山719
JR三島駅またはJR裾野駅またはJR御殿場駅から無料シャトルバス
東名裾野ICから約10分または東名御殿場ICから約25分
0550-87-3700
（御殿場高原時之栖）

大淵笹場［富士市］

所

富士市大淵1516

交Ｊ
Ｒ富士駅からバス
「曽比奈下」下車、
徒歩20分

東名富士ICまたは新東名新富士ICから車で約10分
0545-64-3776（
（一社）
富士山観光交流ビューロー）

御殿場市柴怒田970
JR御殿場駅から無料シャトルバス、東名御殿場ICから約30分
0550-89-4909
（キリンディスティラリー富士御殿場蒸留所）

3

富士サファリパーク［裾野市］

白糸の滝 ［富士宮市］

幅約150m高さ20mの湾曲した絶壁から、
富士山の伏流水が絹糸のように流れ落ち
る美しい滝。国の名勝・天然記念物。世界
遺産「富士山」の構成資産のひとつ。

世界中から集まった野生動物たちを車で周遊
しながら観察したり、
ジャングルバスに乗り猛獣
に大接近するエサやり、小動物とのふれあい
など体験が盛りだくさんの動物公園。

所
交

富士宮市上井出273-1
JR富士宮駅からバス
「白糸の滝観光案内
所前」下車すぐ・東名富士ICから約40分
または新東名新富士ICから約35分
0544-27-5240
（富士宮市観光協会）

裾野市須山字藤原2255-27
JR三島駅またはJR富士駅またはJR御殿場駅からバス
「富士サファリパーク」
下車すぐ・東名裾野ICから約15分
055-998-1311
（富士サファリパーク）

所
交

2

4
11

秩父宮記念公園 ［御殿場市］

秩父宮雍仁親王、同妃勢津子両殿下が過ご
された別邸を整備した公園。邸内では当時の
家具などを、庭園では陶芸窯や戦時下の防空
壕、四季折々の山野草などを見学できる。
所
交

9

御殿場市東田中1507-7
JR御殿場駅から無料送迎バス
（月曜は原則運休）
東名御殿場ICから約3分
0550-82-5110（秩父宮記念公園）

12

クレマチスの丘

［長泉町］

愛鷹山中腹の丘陵地にある文化複合施設。
美しい花々が咲く庭園とミュージアムのほか、
カフェやレストランなどがある。自然と文化を
満喫でき、
ゆったりとした時間が過ごせる。
駿東郡長泉町東野クレマチスの丘347-1
JR三島駅から無料シャトルバス
新東名長泉沼津ICまたは東名沼津ICから約10分
055-989-8787
（クレマチスの丘コミュニケーションセンター）

まかいの牧場［富士宮市］

富士山西麓にあり、
自然と絶景、動
物とのふれあいを満喫できる牧場。
バター作りや仔牛のミルクやりなど
体験メニューも豊富。日帰りグランピ
ングやBBQも人気。

所

所

交

交

富士宮市内野1327-1
JR富士宮駅からバス
「まかいの牧場」下車すぐ
東名富士ICから約70分または新東名
新富士ICから約65分
0544-54-0342
（まかいの牧場）

田貫湖 ［富士宮市］

広大な朝霧高原の一角に位置し、湖
は周囲3.3kmの遊歩道が整備され、
「逆さ富士」
が湖面に映る。4月20日と
8月20日の前後1週間に見られる
「ダ
イヤモンド富士」の鑑賞スポットとして
も人気。湖畔には温泉付きの国民休
暇村、
キャンプ場などの施設も充実。
所
交

富士宮市猪之頭
（北側）
、
佐折
（南側）
JR富士宮駅からバス
「休暇村富士」下車すぐ
東名富士ICから約45分
または新東名新富士ICから約40分
0544-27-5240
（富士宮市観光協会）

8

エリア

16

富士山

富士宮市山宮740
東名富士ICから約25分または新東名新富士ICから約20分
0544-58-5190
（山宮浅間神社案内所
（土日祝10時〜15時）
）

所
交

美しいだけではない︑

村山浅間神社

かつての村山口登山道の基点に位置し、
護摩壇や水垢離場など修験者による信仰
の歴史を伝承している。

信仰や芸術など

ご神体は富士山。古の富士山信仰を今に伝える神
社。社殿はなく、参拝は遙拝所から富士山を拝む。

［富士宮市］

古より人々を魅了し続ける

18

山宮浅間神社［富士宮市］

富士山の様々な魅力を

体感できます︒

17

富士山本宮浅間大社［富士宮市］

富士山の八合目以上を境内地として所有する全
国1,300余の浅間神社の総本宮。浅間造りの社
こ の は な さくや ひ め の み こ と
殿に、木花之佐久夜毘売命を祀る。富士山の伏
流水が湧く湧玉池は特別天然記念物。

富士宮市村山1151
交 東名富士ICから約20分または新東名新富士ICから
約15分
0544-26-6713
（村山浅間神社案内所
（土日祝10時〜15時）
）
所

所
交

Ⅱ

富士宮市宮町１-１
JR富士宮駅から徒歩約10分
東名富士ICから約20分または新東名新富士ICから約15分
0544-27-2002（富士山本宮浅間大社）

富士 登 山
標高3,776mの富士山に登るルートは
4本。
そのうち3本が静岡県側にある。

19

富士宮ルート（標高2,400m）

標高1,450mに位置し、
目前に広がる大迫力の富士
山を眺めることができる。夏は富士登山やハイキング
の起点となり、
シャトルバスで富士宮口五合目、御殿
場口五合目へアクセスできる。軽食や売店のある
「森の駅 富士山」
が併設。

山頂への最短ルート。7合目あたりから
駿河湾や伊豆半島を望む。
0544-27-5240（富士宮市観光協会）

御殿場ルート（標高1,440m）
健脚向け。下りは「大砂走り」と呼ばれ、
駆け下りる爽快感が味わえる。

所
交

0550-83-4770
（富士山御殿場・はこね観光案内所）

須走ルート（標高2,000m）
樹林帯と植物観察が魅力のルート。8合
目で山梨の吉田ルートと合流。
0550-76-5000（小山町観光協会）

水ヶ塚公園［裾野市］

21

所

15

裾野市須山字浅木地内
JR三島駅からバス「水ヶ塚」下車すぐ・東名裾野ICから約30分
055-998-0085（森の駅富士山）

20

岳南電車［富士市］

岩本山公園［富士市］

標高193mの山頂にある自然公園。梅園や自然
観察ゾーン、ハイキングコースなどが整備されてい
る。梅や桜の名所で富士山の絶景ポイントとして
知られる。

JR吉原駅と岳南江尾
駅を結ぶのどかな電車。
全長9.2km、
全ての駅か
ら富士山が見える。夕日
に染まる富士山と沿線の
工場夜景を楽しむ貸切
の
「夜景電車」
が人気。
交

13

お問い合せ一覧
小山町商工観光課 ・・・・・・・・・・・・・・ 0550-76-6114

交

富士宮市宮町5-12
JR富士宮駅から徒歩約8分
東名富士ICから約10分または新東名新富士ICから約15分
0544-21-3776
（静岡県富士山世界遺産センター）

裾野市須山2255-39
JR裾野駅からバス
「十里木高原別荘地
管理事務所前」下車すぐ
東名裾野ICから約20分
055-998-1325
（富士山資料館）

富士市岩本字花木立1605
JR富士駅からコミュニティバス
「岩本山公園」
下車すぐ
（月〜土運行）
・東名富士ICから約20分
0545-55-3553（富士市振興公社公園事業課）

所

世界文化遺産 富士山
富士講に代表される信仰と、浮世絵を
始めとする様々な芸術を育んだ富士
山は、2013年6月世界文化遺産に登
録された。正式名称は「富士山―信
仰の対象と芸術の源泉」。構成資産
は静岡・山梨両県合わせて25件あり、
富士山域だけでなく神社や風穴、滝な
ども含まれる。

柿田川公園［清水町］

富士山周辺に降った雨が年月を経て湧き出た柿田川は国指
定天然記念物。遊歩道が整備され、年中水が湧き出る
「わき
間」
も見られ、水の冷たさを体験できる湧水広場がある。
所

所

所
交

交

富士市今泉1-17-39
（吉原駅）
JR吉原駅隣接
0545-53-5111
（岳南電車）

22

世界文化遺産富士山の価値を探求し、伝承するための
施設。木格子で覆われた逆円すい形の建物内は螺旋ス
ロープになっており、壁面に映し出される富士山の擬似登
山ができる。最上階のホールは富士山の眺望を楽しめる。

富士山資料館 ［裾野市］

富士山の成り立ちや歴史、生
息する動植物、
それにまつわる
人々の生活など富士山に関す
る資料を展示。郷土資料館が
併設され、地域文化の移り変わ
りを見て楽しむことができる。
交

静岡県富士山世界遺産センター［富士宮市］

駿東郡清水町伏見72-1
JR三島駅からバス「柿田川湧水公園前」下車すぐ
東名沼津ICまたは新東名長泉沼津ICから約15分
055-975-7155（清水町観光案内所「わくら柿田川」）

〈静岡県内の構成資産〉
山域およびそれと一体化した範囲

14

● 山頂の信仰遺跡群

遊んで、学んで、癒される国内最大の富士山テーマパーク。
富士山を学ぶ「天空シアター」
をはじめ遊具やアスレチック、
パークゴルフ場など施設も充実している。温泉施設も隣接。

● 富士山
（富士山域）
● 大宮・村山口登山道

● 須山口登山道
● 須走口登山道

周辺神社・巡礼地など
● 富士山本宮浅間大社

● 冨士浅間神社

● 村山浅間神社

● 白糸ノ滝

● 山宮浅間神社
● 須山浅間神社

● 人穴富士講遺跡

所
交

富士山樹空の森 ［御殿場市］

御殿場市印野1380-15
JR御殿場駅からバス
「富士山樹空の森」下車すぐ、
東名御殿場ICから約20分
0550-80-3776
（富士山樹空の森）

● 三保松原

静岡県の 名

小山町観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 0550-76-5000
御殿場市観光交流課 ・・・・・・・・・・・・ 0550-82-4622
（一社）御殿場市観光協会 ・・・・・・・・ 0550-83-4770

富士宮市観光課 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 0544-22-1155
（公社）富士宮市観光協会 ・・・・・・・・ 0544-27-5240

11

あしたか山麓裾野そば［裾野市］

富士山麓ウイスキー［御殿場市］

富 士 山 を 望 む 蒸 溜 所で 生 まれ
たウイスキー︒甘い樽 熟 香 と 華
やかな果 実 香 ︑複 層 的で奥 行の
ある味わいを愉しめる︒

富士市富士山・観光課 ・・・・・・・・・・・ 0545-55-2777
（一社）富士山観光交流ビューロー 0545-64-3776

あしたか牛［長泉町］

寒 山の差がある︑あしたか山 麓
で栽 培されたそばは︑風 味 豊か
で香りの高さが特徴︒
﹁すそのブ
ランド﹂認定商品︒

清水町産業振興課 ・・・・・・・・・・・・・・ 055-981-8239
（一社）清水町ゆうすい未来機構・・・ 055-975-7155

富士宮やきそば［富士宮市］

愛鷹山麓で育てられた牛の中で︑
風味豊かで柔らかな肉質の厳選さ
れた牛肉のみを
﹁あしたか牛﹂
と呼
ぶ︒
コクのある豊かな風味が特徴︒

ながいずみ観光交流協会・・・・・・・・・ 055-988-8780

しらす［富士市］

コシの強い蒸し麺︑地元産のキャ
ベツや肉かすを加え︑
イワシの削
り粉 をふりかける︒静 岡 県のB
級グルメの先駆けとなった逸品︒

長泉町産業振興課 ・・・・・・・・・・・・・・ 055-989-5516

県内のしらす漁の拠点の一つが田
子ノ浦港︒1〜3月の禁漁期を除
き︑生しらすを堪能できる︒釜揚
げなどの加工しらすは通年あり︒

裾野市産業振興課 ・・・・・・・・・・・・・・ 055-995-1825
（一社）裾野市観光協会 ・・・・・・・・・・ 055-992-5005

物

10

静岡市東海道広重美術館

［静岡市］

由比宿の本陣跡地の公園にある美
術館。
「東海道五十三次」など歌川
広重の作品をメインに約1,400点の
浮世絵が収蔵されている。気軽に版
画摺り体験もできる。
所

静岡市清水区由比297-1

交Ｊ
Ｒ由比駅から徒歩25分
（由比本陣公園内）

054-375-4454
（静岡市東海道広重美術館）

日本遺産 日本初
「旅ブーム」
を起こした
弥次さん喜多さん、
駿州の旅

Ⅰ

日本初の旅ブームのきっかけとなっ
た滑稽本「東海道中膝栗毛」の作
者、十返舎一九は駿府（現在の静
岡市）の出身。作品に描かれた弥
かんばら
次さん喜多さんの蒲原宿から藤枝
宿にいたる駿州の旅が今もなお体
感できる場所として、2020年度日
本遺産に認定された。

8

日本平夢テラス［静岡市］

1

日本平山頂に建つ展望施設。日本平の魅力を紹介する展
示と富士山を見ながら静岡茶などが味わえるラウンジも併
設。1周約200mの展望回廊は、360度のパノラマビュー、
夜はロマンチックな夜景を楽しめる。

駿府匠宿［静岡市］

所
交

漆器、
和染、
竹千筋細工など今川・徳
川時代から受け継がれた伝統産業
からサンドブラストまで、
様々な創作体
験が気軽にできる。工芸品や地場産
品のセレクトショップやカフェも充実。
所

エリア

7

静岡市葵区駿府城公園1-1 交 JR静岡駅から徒歩15分
054-251-0016
（東御門・巽櫓、紅葉山庭園）
、054-266-7205
（坤櫓）

するが

所

日本平ロープウェイ

歴史を刻み︑
自然を有する駿河の地

徳川家康公が築城した駿府城。現在は二重の堀と
美しい石垣に囲まれた公園。東御門・巽櫓・坤櫓が復
元され、歴史的背景を活かした紅葉山公園も見所。

静岡市駿河区根古谷390

交（ロープウェイ乗り場）
JR静岡駅からバス
「日本平ロープウェイ」下車すぐ

（石段）
JR静岡駅からバス
「久能山下」下車すぐ
054-237-2438（久能山東照宮）
054-334-2026（日本平ロープウェイ）

駿府城公園［静岡市］

その昔﹁駿河の国﹂と呼ばれ︑

所

5

徳川家康公が晩年を過ごした地として知られています︒

石段

東照大権現として神格化された徳川家康公をまつる
全国東照宮の創祀。遺言により久能山に埋葬され
た。権現造り極彩色の複合社殿は国宝に指定。

往時をしのぶ歴史ある風景と

久能山東照宮 ［静岡市］

海︑山︑川の自然に恵まれた景観が魅力の地です︒

6

静岡市清水区草薙600-1
JR静岡駅またはJR東静岡駅からバス
「日本平夢テラス入口」下車、徒歩5分
054-340-1172
（日本平夢テラス）

静岡市駿河区丸子3240-1

交Ｊ
Ｒ静岡駅からバス
「吐月峰駿府匠宿入口」

下車、徒歩5分
054-256-1521
（ 駿府匠宿）

2
9

世界文化遺産の構成資産で雄大な富士山を眺望できる
名勝地。約7kmの海岸線に3万本の松林の緑と打ち寄
せる白波、紺碧の海が織りなす美しさから日本新三景、
日
本三大松原に選ばれている。一角には天女が舞い降り
たと伝わる
「羽衣の松」
もある。

かしばや

岡部宿大旅籠柏屋［藤枝市］

1836年に建てられた岡部宿を代表する旅籠。
現在は歴史資料館として公開され、江戸時代
の旅や旅籠の様子を学ぶことができる。
カフェ
や地場産品が並ぶ物産館も併設。
所
交

JR清水駅からバス
「三保松原入口」下車
徒歩20分
054-251-5880
（するが企画観光局）

交

3

藤枝市岡部町岡部817
JR静岡駅からバス
「岡部宿柏屋」下車すぐ
054-667-0018
（大旅籠柏屋歴史資料館）

さっ た

薩埵峠［静岡市］

歌川広重の浮世絵にも描かれた東海道
の難所で、今も同じ風景が見られる絶景
ポイント。ハイキングコースが整っており、
富士山・伊豆半島を一望できる。
11

こやま

展望台小山城［吉田町］

武田信玄公が築いた山城跡にある天守閣型の
展望台。三日月堀や丸馬出しなどの遺構が残り、
館内では小山城の歴史や武具の展示、
最上階
では富士山から御前崎まで全方位見渡せる。
所
交

13

三保松原［静岡市］

榛原郡吉田町片岡2537-1
JR島田駅からバス「片岡北吉田特別支援学校」下車
徒歩５分
0548-32-9286（展望台小山城）

10

所

静岡市清水区由比西倉澤
JR興津駅から徒歩50分
（薩埵峠興津口）
JR由比駅から徒歩50分、車で10分
（薩埵峠展望台駐車場）
054-251-5880
（するが企画観光局）

所
交

蓬萊橋［島田市］

大井川に架かる全長897.4m、
通行幅
2.4mの木造歩道橋。1879年、
牧之原
開墾のために架けられた農業用の橋
で、
世界一長い木造歩道橋としてギネ
ス認定されている。
交

東海道五拾三次之内 由井 薩埵嶺
（静岡市東海道広重美術館蔵）

島田市南2丁目地先
JR島田駅から徒歩20分
0547-46-2844（島田市観光協会）

4

静岡市三保松原文化創造センター みほしるべ

［静岡市］

三保松原の玄関口の施設で、世界文化遺産構成資産とし
ての価値や魅力を発信。三保松原の歴史や芸術文化、羽衣
伝説などを映像シアターや展示でわかりやすく解説している。
所
交

静岡市清水区三保1338-45
JR清水駅からバス
「三保松原入口」下車、徒歩15分
054-340-2100
（静岡市三保松原文化創造センター）

12

所
交

藤枝市若王子474-1
JR藤枝駅からバス「蓮華寺池公園入口」下車、徒歩5分
054-645-2500（藤枝市観光協会）

所
交

榛原郡川根本町寸又峡
（地内）
大井川鐵道千頭駅からバス
「寸又峡温泉」下車、徒歩30分
0547-59-2746
（川根本町まちづくり観光協会）

するが

焼津市野秋346-2-3
東名焼津ICから約10分
054-626-6266
（焼津市観光協会）

寸又峡温泉にある大間ダム湖にかかる高さ8m、
長さ90mの吊り橋。エメラルドグリーンの湖面や南
アルプスの豊かな自然が織りなす景色が美しい。
SNS映えスポットとしても人気。

エリア

ゆったりと流れる時間の中で

所
交

「花と水と鳥」
がテーマの公園。桜や藤棚、池に浮
かぶ蓮華と四季折々の草花が楽しめ、人々が憩う
公園。ボートやジャンボすべり台、
アスレチック、
日
本庭園などがあり楽しめる。

夢のつり橋 ［川根本町］

16

ありのままの自分に戻る︒

万葉集に詠まれた奈良期の東海道ともいわれる
「やきつべの小径」にある集落。長屋門造りの民
家や水車小屋、炭焼き小屋など伝統的な建物が
並び、
往時の風情をたたえている。

蓮華寺池公園 ［藤枝市］

17

今の自分にちょうどいい

花沢の里［焼津市］

癒しのスポットが見つかります︒

18

Ⅱ
21

富士山静岡空港［牧之原市］

雄大な富 士山をバックに飛行機が離 着 陸する
「富士山に一番近い」空港。県内の有名店が集
結したフードコート、静岡全域のお土産が揃う売
店、石雲院展望デッキなどを楽しめる。
所
交

牧之原市坂口3336番地4
東名吉田ICから約15分または、東名牧之原ICから約10分
0548-29-2220（富士山静岡空港）

さがらサンビーチ［牧之原市］

20

毎年ウミガメも訪れるほど水質が良く遠浅な海水浴
場で、
きれいな白砂と青松が美しい海岸。
ビーチから
仰ぐ富士山や伊豆半島の眺めも素晴らしく、程よい
波なのでお子様連れでも安心して遊べる。
所
交

牧之原市相良
東名相良牧之原ICから約20分
0548-53-2623（牧之原市観光課）

焼津さかなセンター［焼津市］

19

13

こが わ

焼津港・小川港・大井川港で水揚げされた南マグ
ロやカツオ、桜えびや地魚など新鮮な魚介が並
ぶ。数十店舗が軒を連ね、大食堂では漁港らしい
豪快な料理を堪能できる。
所
交

転車台（新金谷駅・千頭駅）

［島田市・川根本町］

千頭駅の転車台は明治30年イギリ
ス製で、現在も毎日人力で回してい
る。新金谷駅の転車台は人力と電気
のハイブリット式。
どちらも大きなSLが
ぐるりと方向転換する様は圧巻。

焼津市八楠4丁目13番地の7
東名焼津ICから約1分または、新東名藤枝岡部ICから約10分
054-628-1137（焼津さかなセンター）

所
交

島田市金谷東2丁目1112-2
榛原郡川根本町千頭1216
JR金谷駅から大井川鐵道「新金谷駅」下車すぐ
JR金谷駅から大井川鐵道「千頭駅」下車すぐ
0547-45-4112
（大井川鐵道SLセンター）

12

大井川鐵道 ［島田市］

大井川本線「金谷駅〜千頭駅」の39.5km区間は、
茶畑から渓谷へと景色の変化が楽しめ、茶畑をSLが
走る撮影スポットも多い。井川線
（南アルプスあぷとラ
イン）
「千頭駅〜井川駅」
は渓谷を縫うように走るトロッ
コ列車で、
日本唯一のアプト式列車。
所
交

島田市金谷東2丁目1112-2
JR金谷駅から大井川鐵道「新金谷駅」下車すぐ
0547-45-4112
（大井川鐵道SLセンター）

お問い合せ一覧
静岡市観光・MICE推進課 ・・・・・・・・
・・ 054-221-1438
（公財）するが企画観光局 ・・・・・・・・・
・・ 054-251-5880

15

焼津市観光交流課 ・・・・・・・・・・・・・・・
・・ 054-626-2155
（一社）焼津市観光協会 ・・・・・・・・・・
・・ 054-626-6266
藤枝市商業観光課 ・・・・・・・・・・・・・・
・・ 054-643-3078
藤枝市観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・ 054-645-2500
島田市観光課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・ 0547-36-7399
島田市観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・ 0547-46-2844
川根本町観光商工課観光振興室 ・・・
・・ 0547-58-7077
川根本町まちづくり観光協会 ・・・・・・
・・ 0547-59-2746
吉田町産業課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・ 0548-33-2122
吉田町観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・ 0548-33-2122
牧之原市観光課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・ 0548-53-2623
（一社）まきのはら産業・地域活性化センター ・
・・ 0548-22-5600

静岡市立日本平動物園 ［静岡市］

約150種700点の動物を飼育。猛獣たちを様々な
角度から観察できる猛獣館、頭上を鳥が飛び交う
フライングケージ、全天候型のふれあい動物園など
魅力ある施設が充実。
所
交

静岡市駿河区池田1767-6
JR静岡駅またはＪＲ東静岡駅からバス「動物園入口」下車すぐ
054-262-3251（静岡市立日本平動物園）

エスパルスドリームプラザ［静岡市］

個性あふれる寿司屋が軒を連ねる
「清水すし横
丁」、
「ちびまる子ちゃんランド」
などが入る複合商
業施設。港湾の歴史を物語るテルファーや大観
覧車から見る富士山の絶景も楽しめる。
所
交

静岡市清水区入船町13-15
JR清水駅または静鉄新清水駅から、
バス
「波止場」
下車、
徒歩１分
054-354-3360（エスパルスドリームプラザ）

榛原郡川根本町犬間
JR金谷駅から大井川鐵道「千頭駅」
下車、
南アルプスあぷとライン
「奥大井湖上駅」
下車
0547-59-2137
（大井川鐵道南アルプスあぷとセンター）

所
交

とろろ汁 ［静岡市］

14

駿河湾名物︒かき揚 げや釜 揚 げ
のほか︑
春と秋の漁期には生の桜
えびも味わえる︒由 比 港や大井
川港では漁協直営店 も 人 気 ︒

静岡おでん［静岡市］

長島ダム湖に架かる美しい鉄橋レ
インボーブリッジの真ん中にある駅。
恋愛パワースポットとしても人気。鉄
橋脇の遊歩道を渡り、接岨峡温泉
駅まで散策ができる。

松尾芭蕉に詠まれ︑十返舎一九の
東 海 道 中 膝 栗 毛にも 登 場 する
街 道の名 物 ︒自 然 薯をすりおろ
し︑麦ご飯にかけていただく︒

南マグロ ［焼津市］

22

おやつ代わりに愛されてきたお
でん︒牛スジを煮 込んだスープ︑
黒はんぺんなどの具材に︑
だし粉
と青海苔をかけていただく︒

南半球で漁獲し︑焼津魚市場が
扱う天然の南マグロ︒脂がのった
味が濃い極 上の味 わいをリーズ
ナブルに味わえる︒

お茶取引の仕事始めや終りに朝
早くからラーメンを食べたのがき
っかけ︒
﹁温﹂と﹁冷﹂をセットで食
べるのが藤枝流︒

15

朝ラー［藤枝市］

23

奥大井湖上駅［川根本町］

桜えび ［静岡市・焼津市］

合格駅・門出駅［島田市］

2020年、大井川鐵道の新駅「門出駅」
を開設。
隣の五和駅を
「合格駅」
と改称し、
日限地蔵尊の
ある日切駅→合格駅→門出駅という縁起の良い
駅名が続く新名所が誕生。
所
交

島田市竹下
（合格駅）
、島田市横岡新田
（門出駅）
JR金谷駅から大井川鐵道「合格駅」下車すぐ
JR金谷駅から大井川鐵道「門出駅」下車すぐ
0547-45-4112
（大井川鐵道SLセンター）

静岡県の 名

物
14

マリンパーク御前崎

［御前崎市］

御前崎市港6１０４-9
東名相良牧之原ICから約20分
交 0548-63-2001
（御前崎市観光協会）
所

掛川城［掛川市］

7

8

「東海の名城」
と謳われた城。現在の天守閣は外観3層内部4層
からなる日本初の本格的木造によって復元された。掛川城御殿は、
現存する城郭御殿として貴重な建築物であり、国の重要文化財。
所

掛川市掛川1138-24 交 JR掛川駅から徒歩7分
0537-22-1146
（掛川城）

所
交

Ⅰ

掛川市ステンドグラス美術館［掛川市］

国内初の公立ステンドグラス美術館。19世
紀から20世紀初頭のイギリスやフランスで教
会を飾っていたステンドグラスを目線の高さで
鑑賞できる。オリジナルグッズも人気。

エリア

南国ムードあふれる海洋公園。
芝生広場やキッズ広場、海に
向かって滑るタートルスライダー
など遊び場も充実。マリンスポ
ーツや海水浴、
オートキャンプも
楽しめる。

中東遠

5

太陽と茶園に抱かれた
自然と歴史の地

御前崎市御前崎1581
東名相良牧之原ICから約35分
交 0548‐63‐2550
（
（公社）
燈光会御前埼支所）
所

菊川市下平川862-1
JR菊川駅から車で約20分
0537-73-7270
（黒田家代官屋敷資料館）

山から海までのゆるやかな起伏が続き︑

所
交

静岡県の最南端に位置し、駿
河湾と遠州灘がぶつかる岬の
先端にある白亜の灯台。
「日本
の灯台50選」にも選ばれてい
て、全国でも数少ない「登れる
灯台」のひとつ。

田園や茶園風景が広がります︒

黒田家は、永禄年間からこの地に
居住した武家。屋敷は濠をめぐらせ
た広大な住宅で国の重要文化財。
資料館では鎧兜や蒔絵文箱など貴
重な品々を展示。例年2月には梅の
花が庭園を彩る。

御前埼灯台［御前崎市］

歴史が息づき︑豊かな自然が

4

人々の心を癒してくれます︒

黒田家代官屋敷［菊川市］

6

◆ふくろい遠州の可睡齋ひなまつり（毎年1月〜3月開催）
可睡齋では、供養を終えた雛人形たちに新たな命を吹き込み、
ひなまつりを開催。
国登録有形文化財・瑞龍閣の大広間には、32段・1,200体の雛人形が飾られる。

掛川市掛川1140-1
JR掛川駅から徒歩10分
（掛川城公園内）
東名掛川ICから約10分
0537-29-5680
（掛川市ステンドグラス美術館）

遠州三山
旧遠江国
（遠州）
の三古刹。
袋井市内にある
「法多山」
「
、可睡齋」、
「油山寺」
のこと。
かつて袋井宿は、
遠州三山参りの宿場として賑わ
いを見せていた。
今も歴史があるこれら寺院を巡るご利益めぐりが
人気。
春の新緑、
夏の風鈴まつり、
秋の紅葉と季節ごと楽しめる。

11

事任八幡宮［掛川市］

枕草子にも記述がある遠江国一宮。
「思い
のままに願い事が叶う」神社として全国から
参拝客が訪れる。
ご神木の大杉は坂上田
村麻呂が植樹したと伝えられ、県の天然記
念物に指定。
掛川市八坂６４２ 交 東名掛川ICから約20分
0537-27-1690（事任八幡宮）

所

10

資生堂アートハウス［掛川市］

資生堂が所有する絵画、
彫刻、
工芸品など約1,800
点を収蔵。アート性が高いと評価のある建物と近
代美術品を鑑賞できる。隣接の企業資料館では
資生堂と日本の化粧文化の関わりなどを展示。
所
交

掛川市下俣751-1
JR掛川駅からバス
「資生堂アートハウス 入口」下車、徒歩7分
0537-23-6122（資生堂アートハウス）

掛川花鳥園［掛川市］

9

「花と鳥とのふれあい」
が楽しめるテーマパーク。
広大な敷地の中に大温室や池があり、ペンギン・
ふくろう・ハシビロコウなどの鳥たちが出迎えてくれ
る。バードショウなどイベントも楽しめる。
所
交

掛川市南西郷1517
JR掛川駅から徒歩15分、東名掛川ICから約5分
0537-62-6363
（掛川花鳥園）

2

萬松山 可睡齋［袋井市］

1401年、如仲天誾禅師が開山した東海屈指の
曹洞宗の名刹。火防の神・秋葉総本殿三尺坊大
権現を祀る禅道場。ぼたん苑の牡丹など花の寺と
しても名高く、季節ごとの精進料理もいただける。
所
交

袋井市久能2915-1
JR袋井駅からバス
「可睡齋入口」下車、徒歩5分
0538-42-２１２１
（萬松山 可睡齋）

1

14

森町体験の里アクティ森

［森町］

里山の自然の中、陶芸や紙漉き、草木染め、
遠州鬼瓦づくりなどの創作体験や、パターゴ
ルフなどアウトドア体験も楽しめる。BBQ広場
やレストラン、特産物販売所なども併設。
所
交

17

周智郡森町問詰1115-1
新東名遠州森町スマートICから約15分
0538-85-0115（森町体験の里アクティ森）

13

磐田市香りの博物館 ［磐田市］

香りをテーマとする世界でも珍しい博物館。企画
展示のほか、世界の香水瓶や日本の香道具類など
を展示している。ハーブグッズを揃えたショップやカフ
ェも併設し、
自分だけの香水づくりも体験できる。
所
交

磐田市立野2019-15
JR豊田町駅から徒歩5分、東名磐田ICから約20分
0538-36-8891（磐田市香りの博物館）

12

エコパスタジアム［袋井市］

陸上やサッカーなどのスポーツ、芸能文化まで多彩
なイベントが行われる県下最大のスタジアム。5万
人超を収容可能。ふれあいの森散策道も整備され
四季折々の自然を楽しめる。
所
交

袋井市愛野2300-1
JR愛野駅から徒歩15分、東名袋井ICから約14分
0538-41-1800
（エコパスタジアム）

3

醫王山 油山寺［袋井市］

701年頃、
行基が万民の無病息災を
願って掘った薬師如来を祀った事に始
まる真言宗の古刹。
目の霊山、
紅葉の
名所として有名。山門と薬師如来逗
子は国指定重要文化財。
所
交

法多山 尊永寺［袋井市］

725年、
行基が開山したと伝わる。本尊
の正観世音菩薩は厄除け観音として知
られ、厄除け団子が参道の名物。桃山
時代の様式を今に伝える仁王門は国指
定重要文化財。
所
交

袋井市豊沢2777
東名袋井ICから約20分、東名掛川ICから約15分
0538-43-3601
（法多山 尊永寺）

袋井市村松1
JR袋井駅またはJR愛野駅から車で約15分
0538-42-3633
（醫王山 油山寺）

16

所

磐田市見付1114-2
JR磐田駅からバス
「見付」下車、
徒歩5分
0538-32-5298
（矢奈比売神社）

17
19

せんがまち

千框の棚田

約400年前に開田され、千枚の田んぼという
意味から
「千框
（せんがまち）」
と呼ばれる。地
形に合わせ大小の棚田が広がる里山の風景
は、
懐かしく美しい。国の指定棚田地域。
所
交

橘谷山 大洞院［森町］

全国に3,400余の末寺をもつ曹洞宗の名刹。
「消え
ずの灯明」
「世継ぎのすり
、
こぎ」
など伝説も多く、
「伝
説の寺」
とも呼ばれ、紅葉の名所として知られる。境
内にある森の石松の墓や清水次郎長の碑も必見。

［菊川市］

所
交

エリア

交

中東遠

平安時代以前からの古社で、東日本で
最も古くから菅原道真公を奉祀する神
社。国の重要無形民俗文化財「見付天
しっぺい
神裸祭」や人身御供の伝説「霊犬悉平
たろう
太郎伝説」
でも知られる。

里山の自然︑大地を彩る花々︑

め

受け継がれてきた伝統など

ひ

旅人をほっこりと包み込む

な

［磐田市］
矢奈比売神社（見付天神）

古き良き日本が

や

息づいています︒

18

Ⅱ

周智郡森町橘249
新東名遠州森町スマートICから約4分
0538-85-2009（橘谷山 大洞院）

菊川市倉沢
JR菊川駅から車で約10分
090-3251-1390（NPO法人せんがまち棚田倶楽部）

20

可睡ゆりの園［袋井市］

約３万坪の園内に150余品種の世界の
ゆりが咲き誇る。開園期間は6月上旬から
7月上旬まで。ゆり鉢植えの販売やユリ根
の天ぷらなども堪能できる。
所
交

21

袋井市久能2990-1
JR袋井駅からバス「可睡斎入口」下車、徒歩5分
東名袋井ICから約5分
0538-43-4736（可睡ゆりの園）

15

標高532mの粟ヶ岳山頂にある休憩所。茶草場農法を紹介する
映像と展示や農法による掛川茶が味わえるカフェがある。テラスか
らは広大な茶園を一望できる。

［森町］
鹿苑山 香勝寺（ききょう寺）

所
交

1545年の開山で、
ご本尊は白龍頭観音。
「日本三
大ききょう寺」のひとつで、約15種類4万5千株余
のキキョウが咲き誇る。見頃は、6月中旬から7月下
旬まで。
所
交

［掛川市］
かっぽしテラス（粟ヶ岳世界農業遺産 茶草場テラス）

周智郡 森町草ケ谷968
東名袋井ICから約15分または新東名森掛川ICから約6分
0538-85-3630（鹿苑山 香勝寺）

掛川市東山1051-1
東山側ふもと
：東名掛川ICから約35分、
倉真側ふもと
：東名掛川ICから約25分
※ふもとから山頂までは、
道路幅が狭く、
すれ違いが困難。
約1時間のハイキングの登頂がおすすめです。
0537-27-0845
（粟ヶ岳 茶草場テラスかっぽしテラス）

世界農業遺産 静岡の茶草場農法

お問い合せ一覧
御前崎市商工観光課 ・・・・・・・・・・・・ 0537-85 -1135
御前崎市観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・ 0548-63-2001

22

菊川市商工観光課 ・・・・・・・・・・・・・・ 0537-35-0936
菊川市観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 0537-36- 0201
掛川市観光・シティプロモーション課 0537- 21-11 2 1
掛川観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0537- 24- 8 711
袋井市産業政策課 ・・・・・・・・・・・・・・ 0538-44-3156
袋井市観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 0538-43-1006
森町産業課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0538-85-6319
森町観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0538-85-6316
磐田市経済観光課 ・・・・・・・・・・・・・・ 0538-37- 4819
磐田市観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 0538-33-1222

［磐田市］
行興寺（熊野の長フジ）

根回り2m以上の巨木、平家物語にも登場
する女流歌人熊野御前ゆかりの｢熊野の長
藤｣で有名な寺。4月下旬〜5月上旬、長さ
1m以上の花房が垂れ美しい姿を見せる。
所
交

磐田市池田330
東名磐田ICから約25分
0538-34-0344（行興寺）

所
交

周智郡森町一宮5709
東名袋井ICから約15分
または新東名森掛川ICから約10分
0538-89-7407（実谷山 極楽寺）

遠江國一宮 小國神社［森町］

千年以上の歴史をもち、清流宮川のほとり
に鎮座する古社。老杉繁る参道や境内はま
さに「古代の森」の名にふさわしい荘厳な雰
囲気がある。5月下旬〜6月上旬、約80余種
8万本の花菖蒲が咲き誇る。
所
交

かっぽし風景

茶草場農法とは、
ススキやササなどの刈り草を茶園の畝間に敷く伝統的農
法で、お茶の味や香りが良くなるといわれる。茶園の周りに草を刈り取る
「茶草場」
があり、積み上げた
「かっぽし」風景が特徴的。農業と生物の多
様性の両立が評価され、2013年世界農業遺産に認定。

周智郡森町一宮3956-1
天竜浜名湖鉄道遠江一宮駅から徒歩40分
新東名遠州森町スマートICから約7分
0538-89-7302
（遠江國一宮 小國神社）

メロン［袋井市・磐田市］

御前崎では高級食材クエの完全
養 殖に成功︒ 月〜3月の冬季
限定で︑
刺身や鍋料理などのクエ
料理をリーズナブルに味わえる︒

治郎柿［森町・磐田市］

16

温室で1本の木に1個実らせる
栽培方法で育つメロンは︑芳醇で
みずみずしい甘さ︒網 目 など 姿
も美しく贈答品としても人気︒

たまごふわふわ［袋井市］

実谷山 極楽寺（あじさい寺）［森町］

行基開山の古刹で、別名「あじさい寺」。
「極楽のゆ
く人の乗る紫の雲の色なるあじさいに花」
という行
基の歌そのままに、見頃は6月上旬〜7月上旬まで。
約1万3千株のあじさいが咲く。

甘柿の代表﹁ 治郎柿 ﹂
は︑遠州森
町の川で見つけた幼木を植えた
のが始まり︒四角い形で種は少な
め︑
サクサクとした食感が特徴︒

江戸時代に袋井宿で出されたと記
され︑
人気のあった卵料理︒卵とだ
し汁だけのシンプルな味わいと︑
泡
のようなふわふわの食感が特徴︒

森町のとうもろこしは高糖度が
特徴︒甘々娘や甘太郎など早朝
に収穫し︑各農園で直売される︒
糖度をいかしたスイーツも人気︒

19

とうもろこし［森町］

23

ゆ や

クエ［御前崎市］

11

静岡県の 名

物
18

所

浜松市動物園 ［浜松市］

交

浜松市西区舘山寺町3315
浜松駅からバス
「動物園」下車、徒歩１分
053-487-1036
（浜名湖遊覧船株式会社）

所
交

浜松市中区北寺島町256番地の3
JR浜松駅から徒歩7分、東名 浜松ICから約25分
053-454-0178（浜松科学館みらいーら）

10

浜松まつり会館［浜松市］

浜松市中区中沢町10番1号
ヤマハ株式会社本社事業所21号館内
交 遠州鉄道 八幡駅から徒歩2分
東名 浜松IC、浜松西ICから約20分
053-460-2010
（ヤマハ株式会社イノベーションロード）
所

Ⅰ
1

映像による迫力満点の浜松ま
つりの紹介をはじめ、古くより
伝わる太鼓や凧・糸・屋台など
浜松まつりに関するさまざまな
資料を展示。凧糸製造室の
見学もできる。
所
交

かんざんじロープウェイ［浜松市］

日本で唯一の湖上を渡るロープウェイ。全長723m、乗車時間約4分、
「浜名湖パルパル」
と浜名湖に浮かぶ大草山山頂を結ぶ。山頂には
展望台や「浜名湖オルゴールミュージアム」
もある。
所

浜松市西区舘山寺町1891 交 浜松駅からバス｢浜名湖パルパル｣下車すぐ
053-487-2121
（かんざんじロープウェイ）

浜松市南区中田島町1313
浜松駅からバス
「中田島砂丘」
下車すぐ
東名 浜松ICから約15分
053-441-6211
（浜松まつり会館）

12

あ き の ふ く

浜松市秋野不矩美術館［浜松市］

日本画に西洋の様式を取り入れ、
インドにも創
作の場を広げて活躍した秋野不矩は、
天竜二
俣の出身。天竜杉や漆喰を使った自然に調
和する館内では、
靴を脱ぎ自由に鑑賞できる。
所
交

13

美しい自然が魅力のひとつ︒

浜松科学館 みらいーら［浜松市］

9

直径20mの全天周プラネタリウムでは、
ライブ解説でそ
の日の夜空を案内してくれる。
カフェ＆ライブラリーもあり、
大人も楽しめる空間となっている。

ヤマハイノベーションロード［浜松市］

創業130余年のヤマハが手がけた製品のあ
ゆみと未来を体感できるミュージアム。歴代の
楽器が並ぶ楽器展示エリアでは、
ピアノやギ
ターなどの演奏も可能。見学は予約制。

四季折々の花々が

8

浜松市中区中央3-9-1 交 JR浜松駅から徒歩10分
053-451-1128（浜松市楽器博物館）

目と心を楽しくさせます︒

所

また︑ものづくりのまちとして

日本唯一の公立楽器博物館。世界の楽器約
1,500点を地域別・テーマ別に展示。映像とと
もに楽器の音色を聴いたり、珍しい楽器の演奏
体験も可能。

世界に誇る産業と文化を

浜松市楽器博物館［浜松市］

7

育んでいます︒

浜松市西区舘山寺町199 交 浜松駅からバス「動物園」下車、
徒歩2分
053-487-1122（浜松市動物園）

時の移ろいと
花々の色彩に
抱かれる浜名湖

約100種の動物を飼育し、霊長類の展示では国内最大級
の規模を誇る。国内ではここでしか見られないという貴重な
動物、
ゴールデンライオンタマリンも見ることができる。
所

浜名湖遊覧船 ［浜松市］

浜名湖は日本一長い周囲長を持つ
汽水湖。かんざんじ港・フラワーパーク
港・みっかび瀬戸港を発着する航路が
あり、湖上遊覧を楽しめる。船上から
眺める景色は格別。

ゴールデンライオンタマリン

6

浜松・浜名湖 エリア

5

うなぎパイファクトリー・nicoe［浜松市］

浜松市天竜区二俣町二俣130
遠州鉄道 西鹿島駅下車、バス「秋野不矩美術館入口」
下車、徒歩10分
新東名 浜松浜北ICから10分
053-922-0315（浜松市秋野不矩美術館）

［浜松市］
11 エアパーク
（航空自衛隊 浜松広報館）

本物の航空機や輸送機関砲などを展示。支
援戦闘機のメカニズム紹介やフライトシュミ
レーターなど体験内容が充実。
ミュージアム
グッズも人気。
所
交

浜松市西区西山町 無番地 航空自衛隊浜松基地
浜松広報館
（エアーパーク）
JR浜松駅からバス
「泉四丁目」下車、徒歩10分
東名高速道路浜松西インターから約10分
053-472-1121
（ 航空自衛隊 浜松広報館
（エアーパーク）
）

浜松のお菓子屋春華堂。工場見学ができる
「うなぎパイファクトリ
ー」、和菓子や洋菓子、
イタリアンレストランなどが集うお菓子のテ
ーマパーク
「nicoe」
は、
どちらもスイーツ好き必見のパラダイス。

大草山展望台

3

浜名湖オルゴールミュージアム

はままつフラワーパーク［浜松市］

約30万㎡の広大な園内に3,000種の植物が植えら
れ、四季折々の花を鑑賞できる。大噴水ショーやフラ
ワートレインも人気。桜や藤棚など花の競演が見どこ
ろ。
クリスマスシーズンには夜間開園もあり。
所

浜松市西区舘山寺町195番地 交 浜松駅からバス
「フラワーパーク」下車すぐ
053-487-0511
（はままつフラワーパーク）

〈nicoe〉
〈うなぎパイファクトリー〉
所 浜松市西区大久保町748-51 所 浜松市浜北区染地台6丁目7-11
交 東名 浜松西ICから約10分
交 浜松駅からバス
「染地台3丁目」下車、徒歩20分
東名 浜松西ICから約20分
053-482-1765
053-586-4567
（nicoe）
（うなぎパイファクトリー）

16

豊田佐吉記念館［湖西市］

日本が世界に誇るトヨタの原点
は、豊田佐吉が発明した自動織
機。記念館では復元された佐吉
の生家、母屋、離れ、展示棟の
ほか、研究を続けたという納屋な
どが保存されている。
所
交

21

湖西市山口113-2
JR鷲津駅から車で7分
東名 三ケ日ICから約30分
053-576-0064（豊田佐吉記念館）

4
15

スズキ歴史館［浜松市］

1909年に鈴木式織機製作所としてスタート
し、
二輪、
四輪へと転身を遂げたスズキの歴史、
車の開発から生産工程を立体映像などで紹
介している。入館は事前予約制の自由見学。
所
交

浜松市南区増楽町1301
JR高塚駅下車、徒歩10分
東名 浜松IC・浜松西ICから各約30分
053-440-2020（スズキ歴史館）

14

今切体験の里 海湖館 ［湖西市］

浜名湖に面した今切パークの中にある体験
学習館。キーホルダー作りや貝殻細工など海
にちなんだ体験ができる。バーベキュー場や
食堂があり、冬の牡蠣小屋も好評。
所
交

湖西市新居町新居官有無番地
東名 浜松西ＩＣから約40分
053-594-6624（今切体験の里 海湖館）

浜名湖ガーデンパーク［浜松市］

2004年に開催した浜名湖花博の跡地
にある入園無料の都市公園。
クロード・
モネが 造った庭を模した「 花 の 美 術
館 」、地上50mの絶景スポット「 展望
塔」
など見どころが満載。
所
交

浜松市西区村櫛町5475-1
浜松駅からバス
「ガーデンパーク」下車すぐ
053-488-1500（浜名湖ガーデンパーク）

2

浜名湖パルパル［浜松市］

浜名湖畔にあるリゾート型遊園地。約30
種類のアトラクションがあり、小さな子ども
から大人まで楽しめる。遊園地直結のホテ
ルに宿泊すれば、
入園無料で楽しめる。
所
交

浜松市西区舘山寺町1891
浜松駅からバス｢浜名湖パルパル｣下車すぐ
053-487-2121
（ゆうえんち 浜名湖パルパル）

20

新居関所・史料館［湖西市］

幕府は江戸を守るため全国に53ヶ所の
関所を設け、
「 入鉄砲と出女」について
厳しく取り締った。現在の建物は全国で
唯一現存し、1858年までに再建された
もの。

秋葉山本宮秋葉神社［浜松市］

22

ひ の かぐ つち の お お か み

秋葉山を御神体とし、火の主宰神火之迦具土大神を祀
る。709年の創建といわれ、火防の神として厚く信仰され
ている。

湖西市新居町新居1227-5
JR新居町駅から徒歩８分、
東名 浜松西IC・三ケ日ICから30分
053-594-3615（新居関所・史料館）

所
交

エリア

所
交

浜松・浜名湖

24

浜松市天竜区二俣町二俣９９０
天竜浜名湖鉄道｢二俣本町駅｣から徒歩約15分、
新東名 浜松浜北ICから10分
053-925-5845
（天竜観光協会）

歴史に名を刻む

所
交

武将や偉人たちゆかりの地が

天竜川を見下ろす二俣城は今川・武田・徳川
の攻防が繰り返された地。徳川家康公の嫡男
信康が切腹をとげた悲劇の舞台でもある。天
守台の石垣や追手門・本丸などが残っている。

数多く点在︒

二俣城址［浜松市］

いにしえの足跡を辿れる

魅力があります︒

23

浜松市天竜区春野町領家841
（上社）
浜松市天竜区春野町領家328-1
（下社）
新遠州鉄道「西鹿島駅」下車、
バス「秋葉神社」下車すぐ
新東名浜松浜北ICから約30分
053-985-0111（ 秋葉山本宮秋葉神社
（上社）
）
053-985-0005（ 秋葉山本宮秋葉神社
（下社）
）

Ⅱ

湖北五山
27

秋葉山 舘山寺［浜松市］

浜名湖湖畔にある1,200年の歴史を誇る名刹
こくぞ う
で、虚空蔵菩薩と火防の秋葉三尺防を祀る。
本堂隣りに縁結地蔵、山腹には大観音や展
望台などがあり散策しながらお参りできる。
所
交

浜松市西区舘山寺町2231
浜松駅からバス
「舘山寺温泉」下車、徒歩5分
053-487-0107
（秋葉山 舘山寺）

お問い合せ一覧
（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 053-458-0011
浜松市観光・シティプロモーション課 053-457-2295

26

浜松元城町東照宮［浜松市］

25

浜松城の一郭であった引間城跡には1886年に徳川
家康公を祀る東照宮が創建され、
出世のパワースポット
として多くの参拝客を集める。境内にある徳川家康公と
豊臣秀吉公の武将像は写真スポットとなっている。
所
交

浜松城［浜松市］

浜松市中区元城町111-2
浜松駅からバス「浜松城公園入口」下車、徒歩3分
053-457-2021
（浜松市役所企画調整部広聴広報課）

所
交

浜松市中区元城町100-2
浜松駅からバス「市役所南」下車、徒歩6分
東名 浜松IC・浜松西ICから各約30分
053-457-0088
（浜松城公園）

天竜区観光協会 天竜支部・・・・・・・ 053-925-5845
天竜区観光協会 春野支部・・・・・・・ 053-983-0001

28

天竜区観光協会 佐久間支部・・・・・ 053-965-1651

掛川から新所原まで浜名湖
の北岸を通る全長67.7kmの
路線。1935年の開業当時の面
影が残る駅舎など国の登録有形文化財は36件あり、
レトロな見所が満載。天竜二俣駅では、転車台や扇
形車庫が毎日開催されているツアーで見学できる。

天竜区観光協会 龍山支部・・・・・・・ 053-968-0331
舘山寺温泉観光協会 ・・・・・・・・・・・ 053-487- 0152
舞阪町観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・・ 053-592-0757
浜松市雄踏町観光協会 ・・・・・・・・・ 053-596-0305
奥浜名湖観光協会 ・・・・・・・・・・・・・ 053-522-4720
三ケ日町観光協会 ・・・・・・・・・・・・・ 053-524-1124
湖西市観光交流課 ・・・・・・・・・・・・・ 053-576-1230
湖西市観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・・ 053-576 -1230

所

新居町観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・・ 053-594-0634

交

しょさ ん

初山宝林寺［浜松市］

19

おう ばく

所

浜松市北区細江町中川65-2
天竜浜名湖鉄道「金指」下車、徒歩15分
053-542-1473（初山宝林寺）

21

か

や

じ

奈良時代開基の真言宗の古寺。国の重要文化
財に指定されている木造千手観音像と木造不動
明王像のほか、平安時代の様式をもつ鎌倉初期
の庭園も必見。

1664年開山の黄檗宗の名刹。明朝伝来の建
築様式で、仏殿と方丈は国指定重要文化財。澄
んだ音のする金鳴石は
「金運成就の石」
として知
られ多くの人が祈願に訪れる。
交

ま

摩訶耶寺［浜松市］

所
交

所

井伊直虎ゆかりの寺で、井伊家千年の歴史を伝え
る臨済宗の古刹。江戸時代初期に小堀遠州によ
り造られた庭園で国指定名勝。鶯張りの廊下や左
甚五郎作の龍の彫刻など見所がたくさんある。
所
交

浜松市北区引佐町井伊谷1989
JR浜松駅からバス「神宮寺」下車、徒歩7分
新東名浜松いなさICから約15分
053-542-0480（龍潭寺）

大福寺［浜松市］

平安時代開基の真言宗の古刹。金剛力士像を
配した仁王門は鎌倉時代のもの。古文書を多数
所蔵する宝物館や回遊式庭園も見所。徳川家
康公も好んだ
「大福寺納豆」
が名物。
交

りょうた んじ

龍潭寺［浜松市］

浜松市北区三ヶ日町摩訶耶421
東名 三ケ日ICから約10分、
または浜松駅から車で50分
053-525-0027（摩訶耶寺）

18

浜松市北区三ヶ日町福長220-3
浜松駅から車で60分または東名 三ケ日ICから約15分
053-525-0278（大福寺）

うなぎ ［浜松市］

キャベツ栽培と養豚が盛んだった
浜松で誕生︒野菜多めの餃子を
ドーナツ状に並べ︑中央に茹でも
やしを盛り付けるのが浜松流︒

天然とらふぐ［浜松市］

20

浜名湖は養殖うなぎ発祥の地︒
白 焼 きや 蒲 焼 き ︑養 殖 場 直 営
の専 門 店 もあり ︑ひつまぶしも
人気︒

牡蠣 ［浜松市・湖西市］

天竜区二俣町阿蔵114-2
天竜浜名湖鉄道｢二俣本町駅｣
053-925-2276（天竜浜名湖鉄道株式会社 本社 営業課）

遠州灘は全国屈指の天然とらふ
ぐの産地︒市内の料理店やホテル
では︑
舞坂港で水揚げされた天然
物をリーズナブルに堪能できる︒

浜名湖産のカキは︑身が大きく︑
ずっしりとしていて︑
ミネラルもた
っぷり︒牡 蠣 小 屋の焼き 牡 蠣や
牡蠣カバ丼が味わえる︒

山の斜面に燦々と注ぐ太陽の力
と赤土の土壌により生まれたみか
ん︒甘味と酸味のバランスが絶妙
で︑
コクがあり味が濃いのが特徴︒

三ケ日みかん［浜松市］

天竜浜名湖鉄道

［浜松市］

天竜区観光協会 水窪支部・・・・・・・ 053-987-2100

17

1568年、
引間城を落とした徳川家康公は浜松城を築
き、駿府に移るまでの17年間を過ごした。その後、歴
代城主たちが幕府の要職についたことから
「出世城」
と呼ばれる。浜松城公園は桜の名所としても有名。

浜松市浜北観光協会 ・・・・・・・・・・・ 053-586-2522

23

湖北五山とは、奥浜名湖にある摩訶耶寺・大福寺・方広寺・龍潭寺・初山宝林寺の5つの
寺院の総称。平安時代から江戸時代にかけて造られたこれらの寺院は国指定重要文化
財を保有。凛とした空気の中で、往時の文化や技術、歴史的価値を感じることができる。

浜松餃子［浜松市］

方広寺［浜松市］

臨済宗方広寺派の大本山。大本堂、半僧坊真
殿、開山堂、三重の塔など見所も多く、参道や境
内には500体を越える羅漢様が鎮座する。座禅
や写経の体験、精進料理もいただける。
所
交

浜松市北区引佐町奥山1577-1
JR浜松駅からバス「奥山」下車、徒歩4分
新東名 浜松いなさICから約11分
053-543-0003（大本山方広寺）

静岡県の 名

物
22

