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初島アイランドリゾート

マリンスパあたみ

南の海からやってくる海流の関係で一年を
通じて温暖な初島。島の古来種である椿・
水仙や、珍しい亜熱帯の植物・花々を見な
がらハンモックで寝転んだり、島カフェでアジ
アンなメニューを楽しむのも良い。アクティブ
な人向けにはハーネスをつけての本格的ア
スレチックもある。

1Fには流水プールやウォータースライダー、
幼児プールもあるため、小さな子供連れのフ
ァミリーでも楽しめる。
また3Fには屋上プー
ルもあり、熱海湾を一望できる。遊び疲れた
ら、2Fの熱海温泉を使った浴場でゆっくり温
まろう。

住所/熱海市初島
電話/0557-67-2151
営業時間/9:00〜16:00
定休日/木曜日

アジアンガーデン入園セット券
（乗船券購入時にカード提示）
（大人100円引、小人50円引）

住所/熱海市和田浜南町4-39
電話/0557-86-2020
営業時間/10:00〜18:00(月曜日、土日祝)、
11:00〜19:00(火〜金曜日)
定休日/木曜日

富士花鳥園

三楽の宿さかや

冷暖房完備による環境制御の大温室で、
1300品種のベゴニアを始めとした花々が
一年中満開で出迎えており、
またフクロウや
インコからエミューなどの大きな鳥たちまで、
身近で触れ合うことができる。色とりどりの花
に180度囲まれながら、
ランチやカフェを楽し
んで。

源頼朝も入浴したといわれる1300年もの
歴史を誇る伊豆長岡の天然温泉。
「弱アル
カリ性単純泉」の天然の源泉100％を加水
せず使用しており、少しとろみのあるお湯が
女性に人気。露天風呂からは富士山も一望
できる。

住所/富士宮市根原480-1
電話/0544-52-0880
営業時間/9:00〜17:00(12/1〜3/31は
16:30まで)
定休日/無休

入園料10％OFF(5名様まで)、
65歳以上・障害者割引併用
あり(要・証明書)

御前崎グランドホテル

ホームページ掲載料金より
10％引き
（2名様以上）

伊豆クルーズ（石廊崎岬めぐり遊覧船）

静岡県最南端にあり、御前崎の海が一望で
きる高級リゾート和風ホテル。スカイレストラン
「サンライズ」は3面が天井までガラス張り。
300度視界が開け、東に富士山、西には御
前崎灯台が望め、宿泊・お食事会・パーティ
・
披露宴などにも利用されている。

ダイナミックにそびえる断崖、紺碧の海に映
える白亜の灯台…海底が望めるヒリゾ海岸
は必見の価値あり。
カラフルでキュートなマリ
ンバード号もしくは、江戸時代の船をモチー
フとした五百石船が運航。

住所/御前崎市御前崎1412-1
電話/0548-63-3333
営業時間/24時間営業
定休日/ 不定休

宿泊料より5%OFF

伊豆クルーズ（下田港内めぐり遊覧船）
日本開国の舞台である下田港。歴史あるそ
の港を、黒船をモチーフにした遊覧船「サス
ケハナ」
で周回するロマンあふれるひととき
は、忘れられない思い出になること間違いな
し。海から望む海岸沿いの街並みや、寝姿
山などの遠景も存分に楽しんで。
住所/下田市外ヶ岡19
電話/0558-22-1151
営業時間/9:10〜15:30
（繁忙期のみ16:00
臨時便あり）
※運行時間など詳細は要問合せ
定休日/年中無休
（荒天時欠航の場合あり）

住所/伊豆の国市長岡78
電話/ 055-948-1255
営業時間/24時間営業
定休日/ 無休

大人100円引、小中学生50
円引※幼児は一般料金
（5名様まで）

住所/賀茂郡南伊豆町石廊崎55
電話/0558-65-0036
営業時間/9:30〜15:30
（ 毎 時 3 0 分 間隔にて）※ 9 : 0 0 、1 2 : 3 0、
16:00は繁忙期のみ臨時便あり
定休日/年中無休
（荒天時欠航の場合あり）

石廊崎岬めぐり遊覧船 乗船
料10%OFF（乗船券購入時
にカード提示）

コンタクトアカデミー
直接目につけて使うものだからこそ、
コンタク
トレンズは安心が第一。全メーカーを取り扱っ
ている品揃え豊かなコンタクトアカデミーは、
スタッフも知識豊富なプロばかり。
カウンセリ
ングは無料なので気軽に相談してみては？

下 田 港 内 めぐり 遊 覧 船
10%OFF
（ 乗船券購入時に
カード提示）

住所/藤枝市前島1-7-1 FJビル2F
電話/054-636-6006
営業時間/10:00〜19:00
定休日/年中無休

オーダースーツサロン アーク

ねこの博物館

自分にぴったり合ったスーツがオーダーでき
る。体型に合わせてくれるのはもちろん、裏
地やボタンが選べたり、襟の形やポケットの
位置などの配置も決められるので、
オリジナ
リティたっぷりに。価格は2着で約4万円から
とお手頃！

ねこ好きにはたまらない、
ねこの総合博物館。
約30種60匹ものキュートなねこたちと触れ
合える
「世界のねこちゃん」
コーナーのほか、
ネコ科動物の生態をより理解できる標本や
化石などの展示が並ぶコーナーあり。
さらに
猫好きになるはず！

住所/静岡市葵区鷹匠3-1-13
電話/054-255-1168
営業時間/10:00〜19:00
定休日/無休

住所/伊東市大室高原7-600
電話/0557-51-5133
営業時間/9:00〜17:00(最終入館16:30)
定休日/無休

5%割引

通常レンズ1枚に付き1000円
引き、使い捨てレンズ1箱に付
き300円引き
（一部除外品あり

入園料100円引き
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怪しい少年少女博物館

まぼろし博覧会

レトロな雰囲気の博物館には、
どこかなつか
しいグッズやフィギュア、
ポスターなどが勢ぞ
ろい。戦後〜1980年代までのスタイリッシュ
なファッションは注目度大。骸骨や医療標本
など、背筋がぞくっとする展示もお見逃しなく
！

7月にオープンしたばかりの新珍スポット！夢
か現実かまぼろしか？そんな気分にさせてくれ
る怪しい雰囲気が満載。昭和の時代の通り
抜けや見世物小屋、密林にたたずむ大仏な
どなど、
日常では体験できない魅惑の世界へ
旅立とう
！

住所/伊東市富戸字街道下1029-64
電話/0557-51-8800
営業時間/9:00〜17:00(最終入館16:30)
定休日/無休

入園料100円引き

住所/伊東市富戸字梅木平1310-1
電話/0557-51-1127
営業時間/9:00〜17:00
※11〜2月は9:30〜16:30
(最終入館は閉館の30分前)
定休日/無休

赤ずきんちゃんのおもしろ農園

加納の湯宿かぎや

いちご・メロン・スイカ・ブルーベリーとさつまい
も。季節ごとに摘みたてもぎたてがその場で
味わえる。隣接するショップやカフェでは、農
園で採れた食材を使って作られたジャムやさ
つまいもスティックなどを販売。犬やうさぎた
ちなどの動物もにぎやかにお出迎え。

かぎやのお湯は400年の歴史を持つ「食塩
泉」。露天風呂のすぐ隣の自然の山には、紅
葉や小鳥のさえずり。
また旅館付近を散策す
れば初夏にはささゆり、冬には椿など、四季を
通した花々。そして四季に沿った自慢の料理。
移り変わる四季を体中で感じられそう。

住所/掛川市大渕1456-320
電話/0537-48-4158
営業時間/8:00〜18:30
定休日/無休

住所/賀茂郡南伊豆町加納508
電話/ 0558-62-0080

お買い物金額より5%OFF

ドールハウス本店

宿泊代より10％引き

浜辺の宿濤亭-TOUTEI-

バラなどの花柄に、
レースなどをあしらったエ
プロンとホームウェアのお店で、
日常のキッ
チンに華やかさを添える。エスニック柄や幾
何学柄のものもあるので、
シンプルなものが
好きな方や男性にも好評。
「大人女性のお
もちゃ箱」
を目指した夢のある店内も自慢。

プライベートビーチのような入田浜。真っ白な
砂浜と、透明度の高さ・水質とも沖縄の海と
並ぶ青い海。客室から眺めたり、散歩してみる
のもいい。下田を中心に伊豆半島の半径
60km以内の地魚や旬の野菜を使った料理
を、地酒と共に味わえる。

住所/静岡市駿河区中田本町21-30
電話/ 054-203-7171
営業時間/10:00〜19:00
定休日/日曜日

住所/下田市吉佐美348-7
電話/ 0558-22-3450

お買い上げ金額より5%OFF(セール品も対象、
一部商品は除外品あり、他券との併用不可)

宿泊料より10%引き

ホテルミクラス

大月ホテル和風館

相模湾一望の絶景リゾート。
スパでのアロマ
トリートメント付きや、朝ヨガ体験付きなど、女
性に向けた宿泊プランがいくつもあり、
ゆっく
り泊まれば女性力アップできるかも！パティシ
エが焼くケーキやハーブティが楽しめるカフ
ェや、
オリジナルカクテルが楽しめるバーもう
れしい。

江戸の頃には、徳川将軍家にも献上された
といわれる熱海の湯。
その中でも、熱海の名
湯「藤沢の湯」
は熱海の老舗旅館、
「大月ホ
テル和風館」
自慢の温泉は、天然の美肌成
分メタケイ酸が、200mgを超える美肌の湯。
樹齢300年の高野槙露天風呂と、野趣漂う
岩風呂を楽しめる。

住所/熱海市東海岸町3-19
電話/ 0557-86-1111

宿泊料より10%OFF(お電話
にてご予約の場合、現金払い
のみ)

住所/熱海市東海岸町3-19
電話/0557-81-6111

呉服町ハイボール

代官屋敷

ウィスキーが並んだモダンなカウンター、
シッ
クな雰囲気のテーブル席、
８名までOKの
VIP個室など、大人テイストなお店は仲間や
カップル、職場の飲み会と、
いろんなスタイル
で楽しめる。和食出身の料理長が創る活き
のいいお刺身は絶品。
どのメニューも美味し
くて大満足できる。

中伊豆の、本物のわさびに合う本物の蕎麦を
尋ね、店主が辿り着いた地・戸隠。戸隠以外の
人間には絶対に伝えぬという戸隠そばの技法
を習得した店主の蕎麦を、伊豆・韮山で味わえ
る。その場で打った手打ち蕎麦をお土産用にご
用意できます。また、自慢のソフトクリームの生
乳ミルク・厳選いちご・ミックスをご賞味下さい。

住所/静岡市葵区呉服町2-5-21ノザレビル3F
電話/054-274-0607
営業時間/平日17:00〜翌１:00
金・土・祝前17:00〜翌３:00
定休日/不定休
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入園料100円引き

10%OFF
（他券利用不可）

住所/伊豆の国市韮山山木142-1
電話/055-949-4866
営業時間/平日10:30〜15:00
17:30〜21:30(L.O)
土日祝10:30〜21:30(L.O)
定休日/1月1日

宿泊料より10%OFF(お電話
にてご予約の場合、現金払い
のみ)

飲食代より10%OFF(税別)

