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大人700円⇒500円、小人400円⇒300円（1/1～2/29、12/1～12/31）
1 熱海 アカオハーブ＆ローズガーデン

0557-82-1221 大人1,000円⇒800円、小人500円⇒400円（3/1～5/14、6/11～11/30）
大人1,200円⇒900円、小人600円⇒500円（5/15～6/10）

2 熱海 熱海遊覧船 SANREMO（サンレモ）

0557-81-8840 乗船料

大人（中学生以上）1,200円⇒1,100円、小人（3歳以上小学生）600円⇒550円

3 熱海 漁師家 大次郎丸

0557-67-5963 テイクアウトのイカメンチ（4個入）

4 伊東 伊豆四季の花公園

0557-51-1128 入園料（小学生以上）500円⇒300円（夏期プール営業除く）

5 伊東 小室山観光リフト

0557-45-1444 リフト往復乗車券

6 伊東 小室山レストハウス

0557-45-1444 つつじソフトクリーム通常300円⇒200円（割引除外期間4/29～5/5）

7 伊東 伊豆シャボテン公園

0557-51-1111 入園料

8 伊東 成木屋

0557-36-3617 お食事ご利用のお客さまに限り、プチデザートサービス

9 伊東 遊覧船 はるひら丸イルカ号

0557-35-3355 乗船料

大人1,600円⇒1,400円、中高生1,200円⇒1,100円、小人（3歳以上）800円⇒700円

10 伊東 遊覧船 ゆーみんフック

0557-38-0690 乗船料

大人（中学生以上）1,600円⇒1,400円、小人（3歳～小学生）800円⇒700円

11 伊東 森のぞうがん美術館

0557-44-0542 リフト＆入館セット券大人600円⇒500円、小人300円⇒250円

12 伊東 レストラン海辺の食卓

0557-29-6111 お食事ご利用のお客さまに限り、ソフトドリンク1杯サービス

13 伊東 初代そうずら庵

0557-35-9117 麺類・ご飯類の大盛サービス

14 伊東 大室山登山リフト

0557-51-0258 リフト往復乗車券

15 伊東 池田20世紀美術館

0557-45-2211 入館料 10％引き

540円⇒500円

通常大人470円⇒370円、小人240円⇒190円（割引除外期間4/29～5/5）

お買い上げ1000円毎に100円引き（一部割引対象外商品あり）

大人2,300円⇒1,500円、小学生1,100円⇒700円、幼児（4歳以上）400円⇒200円

大人（中学生以上）500円⇒450円、小人（4歳以上）250円⇒220円

16 伊東 象牙と石の彫刻美術館～ジュエルピア～ 0557-48-7777 入館料 大人1,200円⇒1,000円、小学生600円⇒500円
17 伊東 崔如琢美術館

0557-51-7780 入館料 200円引き

18 伊東 伊豆高原からくり時計博物館

0557-51-0237 入館料 大人・小人共に50円引き

19 伊東 伊豆ガラスと工芸美術館

0557-51-7222 入館料 大人850円⇒750円、小中高生450円⇒350円、60歳以上700円⇒600円

20 伊東 伊豆メルヘンの森美術館

0557-51-0114 入館料割引き

21 伊東 伊豆ぐらんぱる公園

0557-51-1128 入園料 10％引き

22 伊東 ろう人形美術館

0557-54-5555 入館料 大人1,000円⇒850円、中高生800円⇒700円、小学生600円⇒500円

23 伊東 伊豆高原ねこの博物館

0557-51-5133 入館料 大人1,300円⇒1,100円、中高生1,000円⇒800円、小学生700円⇒500円

24 伊東 伊豆高原陶磁・ガラス美術館

0557-54-9600 入館料 グループ全員100円引き／粗品進呈

25 伊東 伊豆オルゴール館

0557-53-0900 入館料 大人860円⇒800円、小中学生430円⇒400円、65歳以上860円⇒750円

26 伊東 立ち寄り温泉伊豆高原の湯

0557-54-5200 入館料 大人100円引き、小人50円引き

27 伊東 創作人形館ミワドール

0557-55-1038 入館料 お一人さま100円引き

28 伊東 野坂オートマタ美術館

0557-55-1800 入館料 大人100円引き、中高生50円引き

29 伊東 伊豆高原アンティーク・ジュエリーミュージアム 0557-54-5566 入館料 10％引き
30 伊東 伊豆テディベア・ミュージアム

0557-54-5001 入館料 大人1,080円⇒980円、中高生860円⇒760円、小学生640円⇒540円

31 伊東 城ヶ崎文化資料館（おもしろ博物館） 0557-54-0959 入館料 大人500円⇒450円、小中学生250円⇒220円
32 稲取 伊豆アニマルキングダム

0557-95-3535 入園料

大人（中学生以上）2,200円→2,000円、小人（4歳～小学生）1,100円→1,000円

33 河津 泣かせ隊食堂（七滝観光センター）

0558-36-8263 お食事ご利用のお客さまにコーヒーサービス

34 河津 伊豆の踊子資料館

0558-35-7201 資料館見学料

35 河津 かわづカーネーション見本園

0558-34-1111 施設利用料 1割引

36 河津 踊り子温泉会館

0558-32-2626 入館料 1割引

37 河津 かわづ花菖蒲園

0558-34-2200 かきつばたの苗プレゼント

38 下田 遊覧船 黒船サスケハナ（下田港）

0558-22-1151 乗船料

39 下田 下田（寝姿山）ロープウェイ

0558-22-1211 ロープウェイ乗車料

40 下田 宝福寺 唐人お吉記念館

0558-22-0960 入館料

50円引き

20％引き
大人200円引き、小人100円引き

大人400円⇒350円
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41 下田 玉泉寺 ハリス記念館

0558-22-1287 ハリス記念館入館者に限り、牛乳１本または絵葉書１枚プレゼント

42 下田 長楽寺 宝物館

0558-22-0731 宝物館入館料

43 下田 とん亭

0558-22-5500 お食事ご利用のお客さまに限り、ところてんサービス

44 下田 焼肉ＤＩＮＩＮＧ あ・うん

0558-23-2133 お食事ご利用のお客さまに限り、デザートサービス

45 下田 了仙寺 ＭｏＢＳ黒船ミュージアム

0558-22-0657 入館料

46 下田 下田開国博物館

0558-23-2500 入館料 大人100円引き、小人50円引き

47 下田 下田海中水族館

0558-22-3567 入館料 1割引き

48 南伊豆 遊覧船 石廊崎岬めぐりマリンバード

0558-22-1151 乗船料

20％引き

49 松崎 伊豆の長八美術館

0558-42-2540 入館料

大人500円⇒450円、中学生以下無料

50 松崎 浄感寺内 長八記念館

0558-42-0481 拝観料

大人100円引き、中学生以下無料

51 松崎 明治商家 中瀬邸

0558-43-0587 売店商品お買い上げのお客さま5％引き

52 松崎 菓子処 永楽堂

0558-42-0270 長八さくらもちの購入代金を10％引き

53 松崎 漁協直営 沖あがり食堂

0558-52-0018 お食事ご利用のお客さまに限り、ところてんサービス

54 松崎 重要文化財岩科学校

0558-42-2675 入館料 大人300円⇒270円（中学生以下無料）

55 松崎 雲見くじら館

0558-45-0844 入館料 1割引き

56 西伊豆 小松観光センター 魚季亭

0558-52-0059 売店買物5％引き（ペットボトル・ソフトクリームは対象外）

57 西伊豆 黄金崎クリスタルパーク

0558-55-1515 入館料

58 西伊豆 土肥金山

0558-98-0800 入場された場合、金箔シールプレゼント

59 西伊豆 堂ヶ島 洞窟めぐり遊覧船

0558-52-0013 洞窟めぐり遊覧船乗船料

60 西伊豆 盛田屋

0558-99-0014 「心太」1杯（通常300円）サービス

61 修善寺 修善寺虹の郷

0558-72-7111 入園料

50円引き

20％引き

レストラン食事10％引き（アルコール・ドリンクは対象外）

入場料

大人100円引き、小人50円引き
大人860円⇒780円、小人430円⇒390円

10％引き

大人1,200円⇒1,000円、小人600円⇒500円

62 修善寺 自転車の国サイクルスポーツセンター 0558-79-0001 入場券・とくとくパス 100円引
63 修善寺 踊り子温泉会館

0558-32-2626 入浴料 1割引

64 中伊豆 天城わさびの里

0558-85-0999 ソフトクリーム

65 中伊豆 踊子茶屋

0558-85-1284 お買い上げ1000円毎に100円引き（一部対象外商品あり）

66 中伊豆 昭和の森会館

0558-85-1110 入館料

67 中伊豆 東京ラスク 伊豆店

0558-85-0232 個包装ラスク1袋プレゼント

68 中伊豆 マルゼン精肉店

0558-85-0429

69 中伊豆 浄蓮の滝観光センター

0558-85-1125 購入した商品代金の10％割引（一部商品を除く）

70 中伊豆 伊豆市湯の国会館

0558-87-1192 入館料 一般大人860円⇒760円

71 長岡 伊豆の国パノラマパーク

055-948-1525 ロープウェイ往復乗車券

72 三島 伊豆フルーツパーク

055-971-1151 味覚狩り 108円引き（ご利用の際は事前にお問合せください。）

73 箱根 茶屋本陣 畔屋

0460-83-6711 café KOMON 湖紋

74 箱根 小田急あしのこ茶屋

0460-83-6731 食堂

75 沼津 沼津港大型展望水門「びゅうお」

055-964-1300
富士山ポストカードプレゼント（300枚限定のため、なくなり次第終了）
（沼津観光協会）

76 沼津 沼津御用邸記念公園

055-931-0005 入園券 大人100円⇒60円、小人50円⇒30円

77 沼津 沼津港深海水族館

055-954-0606 入館料 100円引き

78 戸田 戸田造船郷土資料博物館

0558-94-2384 入館料

300円⇒200円

50円引き

いのししコロッケ1個につき20円引き（ただし、お一人様10個まで）
（数量限定のため、なくなり次第終了）

大人（中学生以上）1,600円⇒1,200円、小学生800円⇒600円

飲食5％引き

飲食5％引き

観覧・入園券セット

大人400円⇒260円、小人200円⇒130円

2割引き

■他の割引との併用はできません。
■期間中に料金改定があった場合は、新料金から同程度の割引となります。
■特典内容につきましては、予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。
■定休日以外にも各施設の都合で臨時休業する場合がございます。ご利用の際は、あらかじめ各施設へお問合せください。

