






C-4

MAP
P.29

1日前
までに
予約

年齢
制限なし

     下田市須崎 863
     0558-22-2796　　不定休
     10:00 ～ 21:00

http://www.h890.com/

DATA

3時間のお手軽コース（2名様以上から申し
込み）、一日釣りコースがあります。
●出港３：００～５：００(季節・魚により変
　更有り）、戻り１３：３０
●集合は出港の３０分前

開催期間／通年　体験料金／3時間コース：
8,000円～、1日コース：11,000～18,000円 
（各税抜、氷付き）　レンタル／あり（釣竿、餌・こ
ませ、仕掛け）料金は要確認[魚によって違うの
で]　所要時間／3～7時間　可能人数／2～12名
　

旬の魚狙い・四季の釣り船
八倉丸
はちくらまる

自然の中で日常のストレスを解消する
一日を過ごして頂ける様にお手伝いを
します。大自然を満喫しませんか？

季節ごとの旬の魚を狙い、
食べておいしい魚を
モットーにしています。

F-2

MAP
P.30

1日前
までに
予約

年齢
6歳以上

DATA

伊豆下田柿崎の地に曾祖父より四代目。釣
りをする竿が一本なら、ご家族でもカップ
ルで乗船されてもお１人分の料金です。初
めての沖釣りでも親切に相談に乗ります。

開催期間／通年　料金／竿一本につき14,300
円(税込、付けエサ・氷込み)、小学生以下の
お子様は乗船料・宿泊料が割引　レンタル／
貸し竿1,100円～、仕掛け440円～(各税込)
所要時間／7時間～　可能人数／1～12名

パパと一緒に真鯛を釣るぞ ! 
伊豆白浜～石廊崎　沖釣り奮闘記

兵助丸
ひょうすけまる

黒潮に育まれた豊かな下田の海で
いろいろな高級魚に出会えます！
旅の楽しい思い出にぜひどうぞ。

     下田市柿崎 36-51
     090-2619-0781　　不定休
     5:00 ～ 21:00　　

http://hyousukeya.web.fc2.com
１番好きなのは真鯛釣り
です。時期によってシマアジ、
モロコ、イサギも狙えます

C-4

MAP
P.29

1日前
までに
予約

年齢
中学生以上

DATA

一年通して出船しているマダイやイサキ、
メダイに加えて、大変人気のある神子元周
りのワラサ、初夏から初秋にかけてのヒラ
マサの大物釣り、新島までの遠征釣りなど、
沖釣りを存分にご堪能していただけます。

開催期間／通年　体験料金／13,000円～
18,000円(税抜) 餌、コマセ、氷付き　レン
タル／釣竿・道具等はご自分でご用意願い
ます。　所要時間／6～7時間　可能人数／
1～12名

神子元・伊豆諸島  須崎港発釣り船
光明丸
こうめいまる

気軽にチャレンジして下さい！

     下田市須崎 918
     0558-22-4408　　不定休
     8:00 ～ 20:00

http://guide.koumeimaru.net/
帰港後は民宿「にいえ」で
軽食をご用意します。一緒に
出掛けた方とお寛ぎ下さい

F-1

MAP
P.30

1日前
までに
予約

年齢
小学生以上

DATA

小グループ向けの漁船貸切の、鯵をメイン
とした海釣りです。 8・9・10月はイナダや
ヒラメも狙えます。 釣り道具、仕掛け、餌、
氷はご用意します。 船長補佐が乗船してお
りますので、釣り未経験者でも大丈夫です。

開催期間／通年　体験料金／9,000円～
(大人・子供均一料金、税抜)、仕掛け・餌・氷付き
(持帰りクーラーBOXは持参願います）　レン
タル／釣り道具・ライフジャケットは無料
所要時間／3時間　可能人数／2～4名

仕立て遊漁船～貸切の海釣り
宝進丸
ほうしんまる

自分で調理BBQプランが予約出来る
時が有ります

     下田市柿崎 5-17
     090-7950-5762　　不定休
     4:00 ～ 16:30

http://www13.plala.or.jp/
houshinmaru/手ぶらでも船釣りが

楽しめます！近場の湾内
ポイントを案内します。

C-4

MAP
P.29

1日前
までに
予約

年齢
要相談

DATA

新島まわり地キンメ釣りです。土曜は禁漁
日の為お休みさせて頂きます。 タイ、イサ
キ釣りもあります。希望があれば、船長と相
談で出船できます。お気軽にお問合せ下さい

開催期間／通年　体験料金／新島沖キンメ
釣り19,900円、神子元14,000円 (各税
込、餌・こませ・氷付き)  レンタル／貸竿
[リール込]3,000～5,000円(税込)　所要
時間／4～7時間　可能人数／1～12名

新島まわりの地キンメ釣りと
タイ、イサキ釣り

第十八天光丸
だいじゅうはちてんこうまる

他のプランは…
初心者の方には、キンメパック
30,000円(税込)での釣りがオススメ！
クーラーBOXのみあればOK!
魚を送れば、手ブラでOKです。

     下田市須崎 1464-4
     090-7683-5797　　不定休
     13:30 ～ 16:30

漁師の勘と経験を生かし
釣らせたい、楽しませたい、
の精神で頑張っています。

E-2

MAP
P.30

2日前
までに
予約

年齢
5歳以上

DATA

魚の宝庫、銭洲の五目釣りから１００ｋｇ
を越える超大物釣りまで、南伊豆～伊豆諸
島の海をご案内し、豪快な釣りの醍醐味を
味わって頂きます。船はベッド・冷暖房完備 

開催期間／通年　体験料金／13,000円～
(税抜) つけ餌・コマセ6kg・氷付き　レンタ
ル／釣竿・リール・ロッドキーパーセット
3,000円(税抜)　所要時間／7時間～　可
能人数／1～12名

本格的遠征釣船で
　　　　　海の大物にチャレンジ

龍正丸
りゅうしょうまる

     下田市田牛 456-3
     090-1982-4867　　不定休
     8:00 ～ 20:00

http://blog.ryushomaru.net/
夜１時頃出港して、銭洲・

イナンバ・御蔵まで遠征します。
初心者にも手ほどきします。

仲乗りと呼ばれるサポート役が初めて
の方でも基礎からお教えします。

高校生の高校生の
船

❶今日はイサキを狙った船釣り体験。
船宿に集まって、説明を聞きました。

❷ライフジャケットを着て、船まで
行きます。

❸ロッド、仕掛け、餌などを準備。

❹船に乗って、いよいよ出発！

❻いつ魚がかかるかな？
ドキドキ…。置き竿したり、
手持ちで誘ったり。

❺餌はオキアミ。コマセビシにオキアミを入れて、
海へ投入！針に一匹掛けもしました。

❼アタリがきた！釣れるかな？ ❽釣れました！引きの強さと魚の大きさにビックリ。楽しい～♪

体験を終えて…

静岡県立下田高等学校 写真部の皆さん

はじ
めての 釣り体験

魚釣り初体験！しかも船で！（笑）
期待と不安でドキドキでしたが、船長さんの
指導のもと、私たちでも楽しく体験できまし
た。しかもお魚大量GET!（イサキという魚
だって！）かなりテンション上がりました
（笑） デートにもいいかも♡

い
っ
て
き
ま
〜
す
！

釣
れ
た
よ
！

食
べ
ち
ゃ
う
ぞ
♥

か
ら
ま
っ
た…

船酔い
したぁ～
船酔い
したぁ～

海の体験 釣り体験

体験の
お問い合わせは

あなたに合わせたプログラムをご紹介します

へ！

https://seamon.info/

( 年中無休 9 時～17 時まで )

0558-22-5255

無料り釣
験体

船釣り、磯釣り、堤防釣り…下田では太公望から
ファミリーまで一年を通して多くの釣り客が訪れます。
世界最大級のカジキ釣り大会も行われている下田では、
大物狙いも、数狙いも楽しめます。
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神津島

新 島

利 島

鵜渡根島

多幸湾

恩
馳
島

恩
馳
島

猿
ヶ
崎

ヒョウタン瀬

高　瀬

神子元島

式根島

新島港
新島港

地内島地内島

利島
港

早　島早　島

羽伏浦羽伏浦

大磯崎大磯崎

根浮岬根浮岬

十六根

高場

伊
　
豆
　
諸
　
島

13 14

15

16神津島港

赤
崎

背負崎新島・式
根島近

海
　　　　イサキ・メジナ・
ハタ・カンパチ・シマアジ・
マダイ・イサキ・アオリイカ・
キンメダイ・オナガダイ 等

15 神津島
近海

　　　　　シマアジ・ヒラマサ・
ヒメダイ・ハチビキ・メダイアオダイ・
ツムブリ・ソウダ・メイチ・カンパチ
マダイ・モロコ・マハタ・アオダイ等

16

神子元
島近海

　　　　　オナガグレ・ヒラマサ･
カンパチ・ワラサ・シマアジ・マダイ・
イシダイ・イシガキダイ・クエ等

13 利島近
海

　　　　キンメダイ・メダイ・
ヒメダイ・イサキ・カンパチ・
カサゴ・アカハタ・アコウ 等

14

三穂ヶ崎▲寝姿山▲寝姿山

白浜中央

白浜大浜

蓮台寺

須 崎

柿 崎

河 内河 内

白 浜
相 玉

竜宮島

大浦大浦

田浦島

爪木島

爪木埼灯台

下田港
灯台
下田港
灯台

▲高根山▲高根山

多々戸浜多々戸浜

鍋田浜鍋田浜

入田浜入田浜

吉佐美
大浜
吉佐美
大浜

田牛田牛

外浦外浦

九十浜

下田ロープウェイ下田ロープウェイ

下田公園下田公園

伊豆急下田伊豆急下田

蓮台寺

1

2

3

4

55

6

7

11

12

下田港

竜宮島

ムラソイ・カサゴ・メジナ・スズキ
1

板戸港
メバル・カサゴ・メジナ・カマス
イシダイ・ムラソイ・アオリイカ

2

板見港
メジナ・カサゴ・シロギス・
カワハギ・アオリイカ

3

外浦港
アジ・イワシ・メバル・メジナ・
シロギス・ハゼ・メゴチ・アオリイカ

4

須崎港
メバル・アジ・イワシ・メジナ・
シロギス・カサゴ・アオリイカ

5

恵比須
島

メジナ・メバル・スズキ・アジ
6

弁天島
アジ・メバル・シロギス・ハゼ
カマス・メッキ・アオリイカ

7

田牛港
ムラソイ・カサゴ・シロギス・
マハゼ・ヒラメ

12

犬走堤
防

　　　　アジ・カワハギ・
イワシ・ムツ・ソウダガツオ・
シロギス・マハゼ・メジナ・
メッキ・シイラ・アオリイカ

11

8

10

まどが
浜海遊

公園

アジ・メバル・
カマス・セイゴ・ウミタナゴ・
メジナ・シロギス・アオリイカ

8

稲生沢
川河口

ハゼ・クロダイ・メッキ・
ダツ・カマス・スズキ

10

遊覧船
発着所

　　　　　　アジ・メバル・
シロギス・ウミタナゴ・カマス・
セイゴ・クロダイ・アオリイカ

9

9

下田近海は船釣りはもちろん、
堤防釣りも見逃せない！

下田近海は船釣りはもちろん、
堤防釣りも見逃せない！

黒潮に乗って、豊富な魚種が回遊してくる下田近海は漁場もたくさん。
初心者でも釣果が期待できるポイントを紹介します。

※四季により釣れる魚は変化しますので、Web等で事前確認してください。※四季により釣れる魚は変化しますので、Web等で事前確認してください。

海の体験 釣り体験

E-1

MAP
P.30

2日前
までに
予約

年齢
小学生以上

DATA

初めて魚釣りをする方、初心者の方のため
の釣り教室（個人レッスン）です。伊豆下田
周辺の堤防、地磯で安全に魚釣りを楽しん
でください。釣道具、仕掛け、エサは全てご
用意しますので、手ぶらでどうぞ。

開催期間／5月～11月（雨天中止）　体験料金／
3,000円～(税込)(通常小学生以上、小学生未満の
参加は応相談)、餌・こませ・氷付き　レンタル／
込み(釣竿・仕掛け・リール)　所要時間／3時間
(応相談)　可能人数／1～4名(5名以上は応相談)

初めての釣り教室

NPO法人 初めての釣り教室 Ryon
えぬぴーおーほうじん　はじめてのつりきょうしつ　りょん

全てお任せください！手ぶらでどうぞ！
運動靴だけお願いします！

     下田市白浜 2635-8
     0558-36-4877
     （携）090-3683-1010
     不定休　　9:00 ～ 17:00

http://hajimetenoturi.jimdo.com/　　　 子供連れのご家族、
カップル、お友達同士、
おひとり様でも歓迎です。

C-4

MAP
P.29

1日前
までに
予約

年齢
小学生以上

DATA

神子元島～須崎沖～白浜沖にて、真鯛・イサ
ギ・オニカサゴ・目鯛・ワラサなど、一年を通
してベテラン釣りの方から初めての方まで
皆さんに楽しんでいただける釣りです！

開催期間／通年　体験料金／５時～13時コー
ス：大人13,500円(餌・コマセ・氷付)、女性
2,000円割引、子供8,000円 (各税抜)　レン
タル／貸道具一式2,000円（税込)　所要時間
／6～7時間　可能人数／1～12名

伊豆半島沖でじっくり楽しむ6時間の
船釣り‘Let’s enjoy fishing！’

若宮丸
わかみやまる

慣れている方でしたら、(メダイ～カサゴ)
(メダイ～イサギ)(マダイ～カサゴ)など、
リレー釣りができます

     下田市須崎 921
     0558-22-1044　　不定休
     9:00 ～ 20:00

http://wakamiyamaru.com/
一名様から乗合で受け

付けています。初めての方で
も、親切丁寧に教えます

1日前
までに
予約 C-3

MAP
P.29

年齢
制限なし

DATA

一年を通じ神子元島沖～須崎沖のマダイ、
イサキ釣り。秋のワラサ釣り。出港5:30～
6:30ぐらい（季節、釣りものによって変更
します）

開催期間／通年　体験料金／神子元島海域
14,000円 (税込、餌・こませ・氷付き)　レ
ンタル／釣竿1,000円（税込）、仕掛け400
円(税込)　　　所要時間／4～7時間　可能人数
／1～12名

神子元島～須崎沖周辺のマダイ、
イサキ、ワラサ釣り

爪木丸
つめきまる

温泉宿　ブルー爪木
夏は爪木崎、九十浜での海水浴、冬は
爪木崎の水仙祭りにご利用ください

     下田市須崎 718
     0558-23-3117　　不定休
     6:00 ～ 21:00

http://www.tsumeki.com
１６トンの大型船です

釣りの後は宿で温泉入浴と
軽食をサービスいたします

1日前
までに
予約 C-3

MAP
P.29

年齢
制限なし

DATA

初心者でも手軽に体験できます。下田港ま
たは須崎港からの乗船になります。6:00～
9:00朝釣りコース、15:00～18:00夕釣
りコースがあります。船長は海好き、釣り好
き人間！一緒に楽しく釣りをしましょう！

開催期間／通年　体験料金／3時間コー
ス：6,000円、1日コース：13,500円（各税
抜、餌・こませ・仕掛け・氷付き）　レンタル
／込み(釣竿・リール・クーラーボックス)　
所要時間／3時間～　可能人数／1～12名

手軽に朝釣り、夕釣り3時間コース
三信丸
みのぶまる

年に2回程、三信会磯釣り大会を開催！
釣りの後のバーベキューも楽しみの一つ。

     下田市須崎 736
     0558-22-2900　　不定休
     9:00 ～ 20:00

お客さんも皆、家族と一緒！
だからみんな「ただ今・・」と
言って帰ってくるよ。

1日前
までに
予約 C-4

MAP
P.29

年齢年齢
制限なし

DATA

最新式装備の快適な船で、初心者の方も
ベテランも安心して釣りが楽しめます。
初心者（下田湾周辺）３時間コース、
神子元島周辺６時間コースなど

開催期間／通年　体験料金／3時間8,000円
[釣竿、仕掛け、餌、氷、コマセ含む]、6時間
13,000円～[餌、氷、コマセ含む](各税込)　レン
タル／釣竿2,000円、仕掛け300円～（各税込）
所要時間／3時間・6時間　可能人数／1～12名

下田港周辺の手軽な釣りから本格伊豆
七島遠征まで、快適で楽しい釣り体験

釣船 大黒屋丸
つりぶね　だいこくやまる

神子元・横根・利島・高瀬・新島周辺へ
向けて船を出しております

     下田市須崎 1625-2
     0558-22-1970　　不定休
     8:00 ～ 20:00

http://daikokuyamaru.arksv.
net/狙う魚はイサキ、真鯛、石鯛、

ワラサ、ヒラマサなど。お客様
との縁を大切にしています

1日前
までに
予約 B-4

MAP
P.29

年齢
制限なし

DATA

田牛港より出航して磯に渡り、旬の魚を釣
ります。メジナ、イサキ、タカベ、ブダイ、真
鯛、石垣鯛、石鯛、モロコ、シマアジ、ヒラマ
サ、ブリ、カンパチ、カツオ、サバ、スズキ、カ
サゴなど種類豊富な釣りが楽しめます。

開催期間／通年　体験料金／田牛の磯5,000
円、横根・沖横石取6,000円 (各・税込)　レンタ
ル／釣竿・道具等はご自分でご用意願います。
レンタル等ご希望の方は市内釣具店を紹介し
ます　所要時間／10時間　可能人数／1～39名

自然と磯釣りを楽しもう
渡船 喜一丸
とせん　きいちまる

初心者の方、下田沖磯が初めての方
には現地でアドバイス出来ます

     下田市田牛 256
     0558-22-3970　　不定休
     13:30 ～ 16:30

http://www15.plala.or.jp
/kiichimaru/１００年以上続く潜水士の

家を継ぎ、渡船の船長をしな
がらアワビ等採っています

1日前
までに
予約 C-4

MAP
P.29

年齢
小学生以上

DATA

日戻り金目鯛と言われる、他と比較にならないほど
脂の乗った美味しいキンメです。伊豆諸島の西側に
広がる「島内」と呼ばれる、海流や地形の影響で
金目鯛の餌が多く生息する場所まで、お連れします。

開催期間／通年　体験料金／新島・利島沖 金目鯛釣 [乗船料]
19,800円(税込)(氷付き、鉄筋オモリ別途)、[仕掛け乗船セット]
28,050円(税込)(仕掛け&1日分の餌セット済)、[オールレンタル乗
船セット]30,800円(税込)（仕掛け&餌＋電動リール・ロッド・ロッド
ホルダー等全て込み）　所要時間／7時間　可能人数／1～8名

新島▶利島沖でしか釣れないブランド
金目鯛釣りにご案内いたします

番匠第八高宮丸
ばんじょうだいはちたかみやまる

初めての方やたまに釣る方、道具のメンテ
が面倒な方にお勧めなプラン揃ってます。

     下田市須崎 491
     0558-22-0725　　不定休
     8:00 ～ 20:00

http://www.banjyotakamiya.com/
食べても釣っても満足な金目鯛。
深海から揚がってくるキンメの
透きとおった赤色が綺麗です。

1日前
までに
予約 C-4

MAP
P.29

年齢
小学生以上

DATA

目鯛は引きが強く迫力があります。刺身にすると
美味しく高級魚なので、釣った魚を店で出す料
理人のお客さんもいる位です。初心者でも本格
的に釣ってみたい人はサポートします。帰港後船
宿「久寿丸」で温泉と軽食をお楽しみ頂けます。

開催期間／通年　体験料金／神子元島・14,000
円、利島・19,000円 （各税込、餌・氷・コマセ付
き）　レンタル／竿レンタル（電動リール）
2,000円(税込)、手動は無料。仕掛け 400円～
(税込)　所要時間／7時間　可能人数／1～10名

利島周り目鯛釣り遊漁船
久寿丸
きゅうすまる

時期により神子元周りのイサキ、
ワラサ等もおすすめです。

     下田市須崎 930
     0558-22-4607　　不定休
     5:00 ～ 13:00

https://kyusu-maru.com/
船宿「久寿丸」は恵比須島正面。

伊豆七島の眺めと温泉が自慢です。
前泊でお越しください。

1日前
までに
予約 C-4

MAP
P.29

DATA

つきんぼカジキ漁で栄えた須崎港のカジキ
釣りチャーター船です。釣れるのは黒潮が北
上する7～9月だけです。漁師歴40年以上の
船長他1名がサポートします。初心者でもオ
ールレンタルで参加できます。

開催期間／7～9月(詳細はお尋ねください)
体験料金／一日10万円(1艇貸切り料金、竿
･釣具等オールレンタル、税込)/8万円(竿･
リール持参の場合。税込)　所要時間／8時
間　可能人数／1グループ(1～5名)

ダイナミック！カジキ釣り体験
第六人徳丸
だいろくじんとくまる

キンメ等、他の魚も希望があれば
対応します。（お問い合わせください）

     下田市須崎 1556-4
     0558-23-1238　　無休
     9:00 ～ 19:00

巨大な魚影を見ると身も心も
躍ります。ただし全く姿を
現さない事もあります。

年齢
要相談

1日前
までに
予約 D-2

MAP
P.30

年齢
要確認

DATA

神子元島へ渡船で渡り、およそ７時間半の釣
り三昧。有名なメジナ釣り(四季を通じて可
能)はもちろん、タカベ、石鯛、モロコ等様々
な魚種に出会えます。

開催期間／通年　料金／渡船料:大人8,500
円・小学生[保護者同伴]4,200円(各税込)、
氷・水道使用無料　レンタル／無し、沖アミ
3kg1,100円、手ぶらの方は釣具店を紹介　
所要時間／7.5時間　可能人数／1～60名

渡船でわたる神子元島
　　～釣り師がめざすメジナ釣り

みこもと丸(伊豆下田フィッシング)
みこもとまる ( いずしもだふぃっしんぐ )

通年を通して大物が狙える一級磯へ
年中無休でご案内しております。
ポイント始めました。8,500円毎に1P
10Pで神子元島1回無料

     下田市三丁目 6-6
     0558-23-0289　　無休
     9:00 ～ 19:30

http://izu-shimoda-fishing.co.jp
伊豆下田フィッシングは

船着場の正面、ゆったり寛げる
待合のサロンがあります

当日
予 約
OK E-1

MAP
P.30

年齢
小学生以上

DATA

静かな下田港内で楽しむ、初心者（釣り未経
験者対応）向けの釣りコース。竿、餌、仕掛け
等ぜ～んぶこちらで用意いたします！餌付
けや魚を外したりもスタッフがやりますの
でお気軽に遊びにきてください。

開催期間／通年(午前・午後1回ずつ出船)　体験料金
／6,600円(税込、乗船料・仕掛け・餌・氷付き）、ナイ
トクルーズ2,200円（税込）　レンタル／釣竿・リール
レンタル無料、持ち帰り時の発泡スチロール＆氷は
500円　所要時間／2.5時間　可能人数／2～12名

手ぶらでGo！ボートに乗って魚釣り！
伊豆下田マリンセンター
いずしもだまりんせんたー

海猿や龍馬伝、グラビア撮影、海洋ロケ
など、多数のロケに関わっています！

     下田市一丁目 23-12
     0558-27-3322　　不定休
     8:30～17:00(夏季は20時迄)

http://www.shimoda.co.jp
船酔いしない場所を選び
ますので安心して。お子様
連れやカップルでもどうぞ

C-4

MAP
P.29

年齢
制限なし

4日前
までに
予約

DATA

白浜沖、又は神子元島周辺。安全性と居住性
を重視した大型高速船で、疲れ知らずの楽
しい釣りをお約束します。釣りに慣れた方
は銭洲等への遠征大物釣りもお勧めします

開催期間／通年　体験料金／船代1名：
14,000円（税込、餌・こませ・氷付き）　レン
タル／貸道具2,000円～（クーラーはご持
参下さい）　所要時間／6時間　可能人数
／1～5名

白浜沖から神子元島まで、船長が
お約束する快適で楽しい釣り

寶栄丸
ほうえいまる

初心者には、過ごしやすい
6/1～7/20頃がお勧めです。

     下田市須崎 898
     0558-22-1047　　不定休
     7:00 ～ 20:00

http://www.houeimaru.com/
帰港後、船宿宝栄丸で
軽食（そば・うどん等）の
サービスがあります

1日前
までに
予約 A-2

MAP
P.29

年齢
小学5年生
以上

DATA

稲生沢川での鮎釣り。6～10月は友釣り、8～11
月は餌釣り。初心者の方にもわかりやすく手ほ
どきします。 お気軽にどうぞ！鮎釣り体験後「夢
釣庵」にて鮎塩焼き・甘露煮等を賞味頂きます。

開催期間／通年　体験料金／3,800円（釣竿・仕掛け・指導料・保険
料・鮎料理代込み）/1名＋竿1本につき1,500円（鮎日釣券・友釣り鮎
等）（各税込）※竿1本を回し持ちして頂き指導致します。　所要時間／
3～4時間。鮎釣り体験2時間の後、夢釣庵（車で15分）に移動し鮎料理
をお楽しみ頂きます。　可能人数／1～3名（それ以上はご相談下さい）

名人に学ぶ鮎釣りと鮎料理
夢釣庵
むちょうあん

大賀茂川のハゼ釣りも同じ時季楽し
めます。（川の増水・渇水で鮎釣りが
難しい場合は振り替えられます）

     下田市横川 1050-23
      090-7041-6028　  不定休
     8:00 ～ 20:00

天然遡上の鮎は
香りも味もとてもいいです！
是非、味わってみて下さい。

C-4

MAP
P.29

2日前
までに
予約

年齢
小学生以上

DATA

朝釣り、３時間釣り、６時間釣りコースがあ
ります。船釣り体験、初心者からベテラン釣
りに興味がある人、伊豆の海が初めてだと
いう人、泳ぐばかりでなく色々な伊豆の海
の体験をしたい方、お気軽にお越し下さい。

開催期間／通年　体験料金／13,000円
～、朝釣り（３時間）8,000円～ (各・税抜、
餌・こませ・氷付き)　レンタル／釣竿[仕掛
け２ヶ付]2,000円(税込)　所要時間／3時
間～　可能人数／1～10名

船釣り
稲荷丸
いなりまる

友人、仲間をあつめての貸切も可能です。
料金はご相談下さい

     下田市須崎 879
     0558-22-5097　　不定休
     5:00 ～ 13:00

http://inarimaru.com
伊豆の海を体験できる様、
未経験・家族旅行での朝釣り
（３時間釣り）も行います。
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C-3

MAP
P.29

3日前
までに
予約

年齢
10歳以上

DATA

下田の海の魅力を1人でも多くの方に伝わ
るように、水中を紹介しています。水中が苦
手な方は、水面からシュノーケルで楽しめ
ます。手が届くほど目の前で、魚と目があった
時、はっ!!と思うあの瞬間がたまらない!!

開催期間／通年　体験料金／ダイビング
12,500円、シュノーケリング5,500円 
(各・税込)　レンタル料／すべて体験料金
に込み　所要時間／1～4時間　可能人数
／1～20名

体験ダイビング・シュノーケリング
ドラゴンレディ
どらごんれでぃ

おかげさまで30周年(2020年現在)！
これからもたくさんの笑顔を作り続けます

下田へ旅にきたら、是非!!
水中を覗いて行って下さい。
感動が待っています。

     下田市白浜 2732-7　ホテル伊豆
急内     0558-23-2757　　無休
     9:00 ～ 19:00

http://dragonl.o.oo7.jp/

C-4

MAP
P.29

当日
予 約
OK

年齢
小学生以上

DATA

須崎根、九十浜、大浦…下田周辺は、伝統漁
法で栄えた、海の生物の宝庫です。冬の期間
もドライスーツを着用し、透明度のさらに
高い海中を快適に散策できます。

開催期間／通年　料金／ダイビング11,000円、シュ
ノーケリング5,500円(各・税込)講習・ガイド料・保
険代・施設使用料込　レンタル料／込み（ウェット
スーツ・重器材・シュノーケル・フィン・マスク・ライフ
ジャケット）　所要時間／2.5時間　可能人数／1～20名

黒潮にきらめく岩礁の彩り…須崎半島で
ダイブ！体験ダイビング！シュノーケリング

須崎ダイビングセンター
すざきだいびんぐせんたー

通常のダイビングプランは、2ビーチ
12,600円(各税込)から承っています。

     下田市須崎 1799-1
     0558-27-3535　　不定休
     8:00 ～ 17:00

http://suzaki-div.com

泳げなくても参加できます
上級者向けのプログラムは

ご相談ください。

D-2

MAP
P.30

当日
予 約
OK

年齢
シュノーケル 小学生以上
ダイビング　10歳以上

DATA

南伊豆の海の中を、大人からお子様まで体
験ダイビングやシュノーケルツアーにてご
案内させて頂いております。何処までも碧
い下田の海を体験下さい。

開催期間／通年　体験料金／シュノーケル
ツアー：6,000円、体験ダイビング：12,000円
(各税込、傷害保険込)　レンタル料／込み (ウ
エットスーツ・重器材・シュノーケル・フィン・ブーツ・
マスク)　所要時間／3時間～　可能人数／1～40名

体験ダイビング、シュノーケルツアー
FUNダイビング、ダイビングライセンス講習

MARINE SOFT 下田
まりんそふと しもだ

他のプランは…
ヒリゾ浜 シュノーケルツアー付プラン
12,800円(ランチ・船代・レンタル付)

     下田市二丁目 12-3
     080-2076-5800　　無休
     9:00～17:00(夏季7:00～21:00)

http://recio.sub.jp
大人からお子様まで

安全をモットーに 楽しく
分かりやすく講習します!

海の体験 ダイビング＆シュノーケリング体験
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フ
エ
ダ
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ヨ
ス
ジ
フ
エ
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コケギンポ
コケギンポ

メガネスズ

メ
ダ
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メガネスズ

メ
ダ
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ソラスズメダ

イ

ソラスズメダ

イ

ト
ラウツボ

ト
ラウツボ

クマノミ
クマノミ

❶ダイビングポイントに集合し
レクチャーを受けます。

❷ウェットスーツに着替えて、器材を
背負い、浅い深度で練習します。

❸呼吸の練習をして慣れてから潜水開始！
水中遊泳を楽しみます♪

❹初めての海の中の世界。たくさんの魚に会えて、
伊豆の海を堪能できました♪

未知なる海中の世界へ！未知なる海中の世界へ！伊豆の海で
見られる

伊豆の海で
見られる

体験の
お問い合わせは

あなたに合わせたプログラムをご紹介します

へ！

https://seamon.info/

( 年中無休 9 時～17 時まで )

0558-22-5255

無料グビンイ ＆ダ
グノーケリンュシ

験体

伊豆半島の先端で黒潮の影響を受けるため、
色とりどりの魚たちが生息し、ダイナミックな
地形も楽しめます。
透明度抜群の海は、初心者からエキスパートまで
楽しめる場所が点在しています。
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海の体験 サーフィン＆ボディボード・SUP体験

B-3

MAP
P.29

1日前
までに
予約

年齢
小学生以上

初めての方でも安全に
丁寧に指導いたしますので、

ご安心ください。

DATA

国際サーフィン指導員資格を持ったインス
トラクターが自信をもって指導いたしま
す。ダブルAの絶景のビーチで 「波に乗れ
た！」「海と友達になった」心に残る体験を。

開催期間／通年　体験料金／サーフィン
レッスン7,150円(税込)　レンタル料／別
途(サーフボード1,650円[税込]、ウェット
スーツ1,100円[税込])　所要時間／1.5時
間　可能人数／1～20名

透明度抜群の伊豆のビーチで
初めてのサーフィン体験プラン。

リアルサーフショップ
りあるさーふしょっぷ

他のプランは…
人気のスタンドアップパドルを
1名～4名様で楽しめます

     下田市吉佐美 1612-1
     0558-27-0771　　水曜定休 / 
７、８月は無休　　10:00 ～19:00

http://realsurf.jp

B-3

MAP
P.29

1日前
までに
予約

年齢
要相談

世界でパラダイスと言わ
れるほどの場所よりも、僕には
下田が最高のパラダイスです

DATA

90分サーフィン体験。初心者の方には、ボー
ドに立てる、波に乗れる喜びを。中級者には
更にレベルアップを。水質ＡＡ（極めて良質
な海水）の海でサーフィンしてみませんか？

開催期間／通年　体験料金／マンツーマン
8,000円、2人6,000円、3人～5,500円(各保険
込・税抜)　レンタル料（レッスン体験者向）／
サーフボード2,000円(税込)、ウェットスーツ
1,000円～(税込) スクールの前後も使用可能で
す　所要時間／1.5時間　可能人数／1～20名

水質AAの海でサーフィンスクール！
バグースサーフショップ
ばぐーすさーふしょっぷ

他のプランは…
SUP・ステップアップレッスン有り。
サーフボード、ウェットスーツの
レンタル有ります。

     下田市吉佐美 58-8
     0558-22-2558　　木曜日
     10:00 ～ 18:00
     http://baguse.jp/

B-4

MAP
P.29

当日
予 約
OK

年齢
小学生以上

サーフコーチングという
安全面・質ともに高い、新しい
指導方法を行っています

DATA

当スクールでは少人数制で、全ての方が楽
しめるよう1組以上は一度のスクールで行
わない、インストラクター1名に対し7人以
上の生徒はもたない、お客様ご希望の時間
にスタートするなど配慮し行っています。

開催期間／通年　体験料金／1名10,000
円、2名以上9,000円(各・税込)　レンタル
料／サーフボード3,000円(税込)、ウェッ
トスーツ2,000円(税込）　所要時間／1.5
時間　可能人数／1名～（要相談）　

はじめてコース
ラインサーフスクール
らいんさーふすくーる

他のプランは…
● SUPコース
●プレミアムコース

     下田市吉佐美(吉佐美大浜)
     0558-22-8271　　不定休
     9:00～17:00

http://rinesurf.jp/

B-3

MAP
P.29

当日
予 約
OK

年齢
5歳以上

何処までも広がる空。
透きとおった水。自然との
一体感が楽しめます。

DATA

日本でも指折りの透きとおった入田ビー
チ。初心者から上級者まで思い思いのスタ
イルで楽しめ、波も最高です。小川啓プロが
マンツーマン(2名まで限定)で指導します。

開催期間／通年　体験料金／9,000円～
(税込、保険料込、サーフボードレンタル込)
レンタル料／ウェットスーツレンタル2,000
円～(税込)M・Lサイズまでとなります。　所
要時間／2時間　可能人数／1～2名

入田の綺麗な海で思い切り
サーフィン体験

ピンクマフィア サーフ＆カフェ
ぴんくまふぃあ さーふあんどかふぇ

他のプランは…
SUP(スタンドアップパドル)レッスン

     下田市吉佐美 261-1
     0558-23-3530　　不定休
     8:00 ～ 17:00

https://www.facebook.com/
pages/Pinkmafia ピンクマフィア /
360619974043553?fref=ts

C-3

MAP
P.29

当日
予 約
OK

年齢
要相談
年齢
要相談

白浜の海で今日の海色を
一緒に体験しませんか？
元気一杯お待ちしてます

DATA

サーフィン初体験の方から上級者まで楽し
く上達を目指します。日本サーフィン連盟
公認インストラクターが、優しく楽しく指
導します。日本有数の美しい白浜ビーチで
「楽しい」「感動！」を体験しましょう。

開催期間／通年　体験料金／ベーシックレッスン
6,000円(税込)NSA公認スクールテキスト、賞状、
ルールマナーブック、保険料込み　レンタル料／
別途(サーフボード＋ウェットスーツセット3,000
円)　所要時間／2～3時間　可能人数／1～30名

白浜マリーナサーフィンスクール
白浜マリーナ
しらはままりーな

他のプランは…
SUPスクール 
7,000円(税込・レンタル料別途)

     下田市白浜 2752-16
     0558-22-6002　　 無休
     9:00 ～ 21:00

http://mariner.co.jp

C-3

MAP
P.29

当日
予 約
OK

年齢
要相談

ゆったりくつろげる
カフェもありますので

お気軽に遊びに来て下さい。
白浜神社の目の前です

DATA

開催期間／通年　体験料金／サーフレッスン1
名5,000円(保険料込・税込)　レンタル料／サー
フボード2,000円・ウェットスーツ1,000円(各税
込)　所要時間／2時間　可能人数／1～15名

サーフィン ～ 波乗り体験
IRIE COFFEE & SEA
あいりー こーひー あんど しー

サーフィンの楽しさを感じて下さい。
ステップアップでは、細かな技術的
アドバイスをします！

     下田市白浜 1737
     090-7300-7261　　火曜日
     9:00～20:00(冬期19:00まで)

https://www.facebook.com/IrieSurf?fref=photo
instagram：iriecoffeeandsea1

白い砂浜とエメラルドグリーンの海で波に乗る特別
な感覚。最高の一本をお届けします。初めての方でも
安心して楽しめるベーシックレッスン、スキルアップ
のプライベートレッスン。子どもから大人まで大自然
に囲まれた伊豆の美しい海で一緒に楽しみましょう!! 
I have English surf lesson.Have a good wave 

1日前
までに
予約

     下田市吉佐美142-1
     （撮影場所は波・天気により選ぶ）
     090-8470-0684　　
     土日・祝祭日     9:00～19:00

MAP年齢
小学生以上

DATA

コンペティターのアクションショットから、サーフ
体験の記念写真までなんでもお応えします。サー
フィンを楽しんで頂いている間に、様々な角度か
ら写真を撮りためます。初めての方にはサーフ
ショップの体験コースとのコラボをお勧めします。

開催期間／通年(7・８月を除く。）土日・祝祭
日休み　体験料金／1名10,000円(税込)　
レンタル／サーフボード・ウェットスーツ(サー
フショップ紹介)　所要時間／3時間(移動・
準備1時間を含む)　可能人数／1～5名　

サーフィン写真を一生の記念に…
Feel’s Visual Works
ふぃーるずびじゅあるわーくす

ハイレベルなサーファーを多く輩出
してきた下田ならではのプランです

太平洋、インド洋、
南北アメリカ大陸、様々な海を
訪ねましたが、下田のビーチは

最高です。

店舗無フムフム…

おれは若い頃サーフィンやってたんだぜ！

負
け
な
い
わ
よ

負
け
な
い
わ
よ

が
ん
ば
る
ぞ
！

が
ん
ば
る
ぞ
！

楽
し
か
っ
た
♪

楽
し
か
っ
た
♪

長田浜
(白浜中央)

大浜(白浜)

入田浜(吉佐美)

吉佐美大浜(吉佐美)

田牛

多々戸浜(吉佐美)

スタッフの

❶まずはショップで申し込み。
傷害保険にも加入します。
ビデオを見ながら海の
ルールや危険を学びました。

透明感のある海がどこまでも続く、晴れた気持ちの良い日に
「し～もん」のスタッフがサーフィン体験にやってきました！

❷ウェットスーツに着替えてテイクオフ！
砂浜でバドリングも練習。

❹はじめはうつ伏せのまま、
波に乗ってみよう

❺立って波に挑戦！疲れたら休憩を
はさみながら、マイペースで楽しく練習。
初心者でもやみつきになっちゃう！

❸いよいよ海へLet’s Go！

❻修了証をもらいました！
あっという間で、まだ乗り
足りない～!

体験を終えて…

サーフィン体験サーフィン体験 SURF 
BEACH
IN SHIMODA

SHIMODA

MINAMI
IZUプカプカ波に漂うだけでも気持ち良さそう、

そう思っていたのに、数秒でもテイクオフ
出来て、歴史が塗りかわった！くらいの
感激。
こんなに綺麗な海で心も体も解放して、
子供の頃みたいに楽しんじゃいました！
癒されました。50代…これからです！ 

●

●

体験の
お問い合わせは

あなたに合わせたプログラムをご紹介します

へ！

https://seamon.info/

( 年中無休 9 時～17 時まで )

0558-22-5255

無料
白浜、多々戸浜、入田浜、吉佐美大浜、田牛…
サーファーなら誰もが憧れる透明度抜群の白砂の
ビーチのサーフポイントが沢山あり、多くの
プロサーファーを輩出し数多くの大会が開催されて
います。

ンフィーサ
ドディ ーボ ボ S

＆

UP・
験体
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海の体験 シーカヤック体験

C-3

MAP
P.29

年齢

小学生以上
大人同伴で

1日前
までに
予約

開催期間／4～10月　体験料金(税込)／大人7,500円、小学
生4,500円(ガイド料、クラブハウス利用料、着替え、温水シャ
ワー含む、カヤック装備一式) ※スノーケルセットお持ちで無
い方はレンタル有り別途500円※小学校低学年は大人2名同
伴が必要です。　所要時間／約2時間（午前又は午後の部）　
可能人数／2～20名

DATA

ACA(アメリカンカヌー協会)公認・プロのガイド
が国内有数のシーカヤック＆スノーケリング
ポイントをご案内します。小島を巡り、たどり着い
たポイントにはカラフルな魚たちが待っている。

アロハ！シーカヤッキング＆
　　　　  シュノーケリング体験

KAI'TOシーカヤックスクール
かいと しーかやっくすくーる

他のプランは…

    下田市柿崎 788 (外浦海岸)
     0558-22-6779　　不定休
     9:00 ～ 17:00　　あり

http://seakayaking.jp
P

スポーツカヤック体験ツアー！
（10月～4月開催）

ACA(アメリカンカヌー協会)
公認インストラクター
English OK  ！

C-3

MAP
P.29

年齢
小学生以上

未就学児は大人２名と同伴なら可

1日前
までに
予約

    下田市須崎1579-2   090-1565-8206
    9:00～17:00 (体験は午前の部9:30～
12:00、午後の部12:30～15:00)      　不定休

http://www.shimodakayakcenter.com

爪木崎沖の海では
ウミガメにも出会えますよ。
シュノーケリングポイントへGo!

DATA

カップル・ご夫婦・ご家族・お仲間、皆様の海遊び
のお手伝いをするシーカヤック倶楽部です。 半日
体験・一日体験ともレッスン・ツアー・シュノーケ
リングを組み合わせたプログラムです。 童心に戻
って日常では味わえない感動体験をして下さい。 

開催期間／4/1～10/31　体験料金／半日体験:大人8,500円・小
学生5,000円（各税込）(小学生は保護者同伴。未就学児は保護者2
名と一緒にお乗り頂きます。詳しくはお尋ね下さい。)、一日体験:大
人11,000円・小学生7,000円（未就学児不可)　レンタル料／込
み　所要時間／2.5時間　可能人数／2～20名(団体は要相談)

海の上をお散歩しよう！
シーカヤック&シュノーケリングを満喫！

下田カヤックセンター
しもだかやっくせんたー

他のプランは…
ロープワーク・海の教室など
(雨天または海況不良によるカヤック中止時開催)
お一人様3,500円(9:30～、12:30～各回2時間程度)

年齢
4歳以上 B-4

MAP
P.29

2日前
までに
予約

プライベートビーチで
ランチ(ランチ付きです)。
ツアー後、温泉でゆっくり♪

DATA

海底火山によってできた雄大な地層を見な
がら大小の洞窟を探検し、ジオパークを満
喫します。その後シュノーケリング。エメラ
ルドグリーンの海の色、雄大な自然に感動！

開催期間／通年　体験料金／シングルカヤック
1人乗12,100円(税込)・シットオンカヤック
2人乗17,600円(税込) [共にレンタル込]、ス
クール料・ガイド料・ランチ・温泉入浴料・保険込
み　所要時間／6時間　可能人数／1～25名 

綺麗な海で忘れられない想い出を！
カヤック 洞窟探検ツアー(初心者)

KAYAK RESORT 南伊豆 ワンダフルワールド
かやっくりぞーと  みなみいず  わんだふるわーるど

宿泊施設有。海水浴場まで徒歩５分。
海を満喫できちゃいます！

     下田市吉佐美 1882-29
     0558-23-0468　　不定休
     9:00 ～ 18:00

http://www.wonderful-world
.net/

年齢
中学生以上 A-4

MAP
P.29

2日前
までに
予約

下田沿岸のカヤックツーリ
ングは伊豆での海遊びを余す
ところなく体験できます

DATA

海の上をサイクリングするようにシーカヤッ
クに乗ってツアーに出かけます。陸上からとは
違った海からの景色と洞窟や入り江など変化
に富んだ海岸線を楽しめます。夏はシュノー
ケリングで海上から海中までご案内します！

開催期間／通年　体験料金／中学生以上
12,000円(税込)　レンタル料／すべて体
験料金に込み(カヤックレンタル等)　所要
時間／5時間　可能人数／1～15名

シーカヤック体験ツアー
（アウトドアご飯のランチ付♪）

SURFACE KayakGuideService
さーふぇいす　かやっくがいどさーびす

7月から10月頃まではシュノーケル
も楽しめます。シーカヤックで秘密の
浜辺へ上陸しシュノーケルで遊びます

     賀茂郡南伊豆町湊 514-3
     0558-62-2114　　不定休
     8:00 ～ 18:00

http://www.the-surface.com

体験の
お問い合わせは

あなたに合わせたプログラムをご紹介します

へ！

https://seamon.info/

( 年中無休 9 時～17 時まで )

0558-22-5255

無料
昔は南の島だった伊豆半島は多様性にあふれた
魅力的な海岸線が続いています。神秘的な洞窟や
美しい砂浜、見上げるような絶壁、海からでしか
楽しめない地形が沢山あります。

❶
クラブハウスに
集合、受付を
済ませたあと、
ツアービデオを
観覧。 ❷クラブハウス目の前のビーチで参加者全員

が初心者用ショートレッスンを受けます。

❸安全講習を受けていよいよ出発。
潮風に当たりながら太平洋に向かって
漕ぎ出そう！

❾出発地点に帰還します。友達同士で楽しい
想い出づくりができました♪

❺その日のコンディションで最適な
ポイントを選びます。シークレット
ポイントにもご案内します！

❼早速、ソラ
スズメダイが
出迎えてくれました！他にもカゴカキダイや
フグ、湾内にアカウミガメも泳いでいます

❽魚たちに別れを告げ、シュノーケリングで
冷えた体を再びパドリングでヒートアップ！

❹沖の小島を巡りながら
　シーカヤッキングを楽しみます。
　冒険気分を満喫しましょう！

❻初心者が安心して楽しめる浅い
ポイントでシュノーケリング。
カラフルな魚たちが出迎えてくれる！

シーカヤッキング シュノーケリング
Aloha!

体験体験体験＆＆

いってきま～す
！

魚がいっぱい！

きれいだ
ったね♪

※この体験はKAI’TOシーカヤックスクールのプランです。※この体験はKAI’TOシーカヤックスクールのプランです。

写真提供：KAI’TOシーカヤックスクール

写真提供：サーフェイス

写真提供：下田カヤックセンター

写真提供：ワンダフルワールド

クヤッカーシ
験体
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制 限
ライセンスをお持ちの方。
同伴者は小学生以上から F-2

MAP
P.30

3日前
までに
予約

DATA

風待ちの下田港は深い入江の静かな海で
す。穏やかな日は防波堤を越えると視界が
一気に開け、太平洋の雄大な眺めに圧倒さ
れます。海の一日を自由に楽しんで下さい。

開催期間／通年　料金／モーターボート
（定員6名）3時間8,000円・6時間12,000
円（税抜）※燃料費別　所要時間／3時間～
持ち物／海技免許

気のあった仲間と気ままなクルーズ
に出かけよう ～下田港 モーター
ボートレンタル～

下田ボートサービス
しもだぼーとさーびす

下田ボートサービスでは、
海抜免許1級・2級「養成講座」
（国家試験免除）を開催しています。
興味のある方はご連絡下さい。

     下田市柿崎 36-54
     0558-22-5511　　火曜休
     9:00 ～ 17:30

下田ボートサービスは
「海の駅」です。永年伊豆の
マリンレジャーの基地として
の役割を担ってきました。

E-1

MAP
P.30

予約
不要

年齢
制限なし

DATA

下田ロープウェイに乗って「絶景」と「縁結び」
の名所、寝姿山へ！山頂展望台から開国の港、
下田港をはじめ伊豆七島を一望できます。
遊歩道奥には縁結びの「愛染堂」があります。

開催期間／通年　料金／大人1,050円(税
込)、小学生520円(税込)、幼児（６歳未満）
は大人1人につき１人は無賃　所要時間／
山頂の散策時間を含め1時間　予約／不
要。団体の場合は予約が好ましい

ロープウェイで楽しむ
寝姿山と絶景、下田の景色

下田ロープウェイ
しもだろーぷうぇい

他のプランは…
和み玉投げ　　200円 (４個1組)
ハート型絵馬　500円

     下田市東本郷 1-3-2
     0558-22-1211　　無休 (強風
等による運休あり)　  8:45 ～16:45

http://www.ropeway.co.jp
愛染堂で二人でハートの
絵馬に願いを書いたり
和み玉投げもおすすめ！

F-2

MAP
P.30

3日前
までに
予約

年齢
制限なし

DATA

下田で毎年行われる国際カジキ大会(JIBT)
にも出場している大型クルーザーを利用し
操船体験講習を行います。講師のブラック
パール船長が同乗する３時間のコースです。

開催期間／通年　料金／100,000円(ク
ルーザー操船講習一式、税込)　所要時間／
3時間　可能人数／1～12名　持ち物／飲
料水等　注意事項／乗船者中1名以上船舶
免許取得者がいる事。

下田沖を大型クルーザーで
　　　　　　　快走する操船体験

ブラックパール
ぶらっくぱーる

初心者やペーパーキャプテン向けの、
同船での離着岸や係留、計器による航行。

     下田市柿崎腰越
     0558-22-1233　　不定休
     10:00 ～ 19:00

info@raku-yu.jp
船に乗って初めて分かった
海の広がり、変化に富む海岸
の美しさ。感激を伝えたい

E-2

MAP
P.30

年齢
小学２年以下
保護者同伴

当日
予 約
OK

DATA

海上ステージイルカショー「ワンダーオー
シャン」を専用席から間近で観る特別観覧席。
ショー中のジャンプ種目では頭上を飛び越える
唯一無二の迫力と感動をご体験ください。

開催期間／通年　料金／体験料1,000円（土
日祝・夏休み等1,500円。各税込)、水族館入
館料別途：大人2,100円、子供1,050円(各税
込)　所要時間／20分　可能人数／1回38
名(1日4回実施)　予約／入館後の先着予約
　

イルカが頭上をジャンプ！？
「アメージング・シート」

下田海中水族館
しもだかいちゅうすいぞくかん

他のプランは…
イルカと泳いだり餌をあげたりできる
プログラムもあります。

     下田市三丁目 22-31
     0558-22-3567
     無休 (12 月に休館日あり )
     9:00～16:30( 季節により変更あり )

https://shimoda-aquarium.com/
自然の入り江に浮かぶ

水族館です。生き物との距離感
が近いのが特徴です！

E-1

MAP
P.30

予約
不要

年齢
乳児から可

DATA

遊覧船に乗船。9:10から30～60分毎に
15:30まで出航します。下田港では、秋～
春までカモメの餌やりも楽しめます。

開催期間／通年　料金／大人1,250円・
子供630円(各・税込)　所要時間／20分　
可能人数／1～200名　予約／不要。団体・
グループの場合は予約が好ましい

開国浪漫…黒船サスケハナ号で
下田港を探訪「下田港内めぐり」

伊豆クルーズ
いずくるーず

眺めのいい２階「特別展望室」乗船が
おすすめ！ご利用には乗船運賃の他、
大人500円・子供250円(税込)が必要です

     下田市外ケ岡19
     0558-22-1151　　9:10～15:30
     無休 (荒天時欠航あり)

http://www.izu-kamori.jp/
izu-cruise/index.html

歴史とロマンの幕末開港の
港を堪能できる遊覧船、黒船
サスケハナにぜひご乗船を！

年齢
制限なし

小学１年以下は保護者同伴 C-3

MAP
P.29

予約
不要

DATA

砂浜に集合、ビーチコミングや用具を使った
バランストレーニングを行い、夏はサーフィン
など海に入り（ウエットスーツの無料レンタル
あり）遊び、冬はサンドサーフィン、スポーツカ
イト、紙ヒコーキなど砂浜を中心に遊びます。

開催期間／毎月第３土曜日　料金／体験料
金は無料です。　所要時間／2～3時間　可能
人数／1～20名　持ち物／動きやすい服装
で参加（夏期は水着）、バスタオル、サンダル等
　

みんなでビーチで楽しもう！
毎月第3土曜日開催！参加費無料

下田ビーチクラブ
しもだびーちくらぶ

子供からお年寄りまで、
一年中を砂浜で楽しく過ごす
お手伝いをしています どなたでも、海で楽しく

みんなですごしたい方、集まれ！

     白浜大浜海水浴場
     ※コンディションにより開催場所が
     　　変更になる場合がございますので、
     　　Facebook等でご確認ください。
     0558-22-6008　 　無休
     9:30～12:00(毎月第３土曜日)

http://www.beachclub.jp/

当日
予 約
OK D-2

MAP
P.30

年齢
要問合せ

DATA

SUPやカヤックのレンタル、ボートで行くシュ
ノーケリング、その他たくさん‼下田の海を満喫
して下さい。レンタルの場合はライフジャケット
着用の上、スタッフが安全を見守っています。　

開催期間／通年　料金／レンタルSUP(1時
間)：3,500円～ 、レンタルカヤック(1時間)：
2,500円～ 、ボートシュノーケリング(1時
間)：5,000円 、 ボートSUP（15分)：3,500円
(各税込、1名料金) 　年齢／プログラムに
よって異なります。お尋ね下さい。

マリンレジャー大集合‼
トゥクトゥク下田＆アクアマリンクラブ
とぅくとぅくしもだ  あんど  あくあまりんくらぶ

こんな遊びもっ!? と思うような
いろんな楽しみ方があります。
ぜひホームページをご覧ください。

     下田市 3 丁目 17-56
     080-1585-3388　　不定休
     8:30 ～ 17:00

days.of.grace@ezweb.ne.jp
https://aquamarineclub.jp/

何と！「トゥクトゥク」レンタル
出来ます。（4人乗り・7人乗り）定員で
レンタルすれば1人980円（税込）です。

詳しくはお尋ね下さい。

　下田は幕末に
黒船が来航した
歴史のある街。
開国の時代を思
い浮かべながら、
黒船の遊覧船に
乗船。

潮風を感じる
大人の旅

❸足こぎボートに乗り、イルカと
間近でふれあい、癒されました♪

❶旅の始まりは、水族館へ。
イルカに餌をあげて、手を伸ばす
と、さわることができました。

❷サインを出すと、見事な
ジャンプを見せてくれました！

❺ロープウェイで、
寝姿山の山頂へ登ります

❻寝姿山自然公園を散策。下田湾を一望し記念写真をパチリ♪
都会の喧噪から離れ、潮風で身も心も癒された二人旅でした。

❹

童心に返って、ふれあい
、遊ぶ

イルカとの癒しの時間
寝姿山から伊豆七島を望む

開国の時代に思いを馳せて…開国の時代に思いを馳せて…

黒船で下田港めぐり黒船で下田港めぐり
夫婦で ゆったり

海の体験 海のレジャー体験

体験の
お問い合わせは

あなたに合わせたプログラムをご紹介します

へ！

https://seamon.info/

( 年中無休 9 時～17 時まで )

0558-22-5255

無料
水族館でイルカなどの海の生き物と触れ合ったり、
遊覧船やヨットやボートでクルーズを楽しんだり、
伊豆七島を一望したり、浜遊びを体験したりと、
下田ならではの体験を楽しめます。

ジ ーャレ海
験体

の
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アウトドア体験

A-4

MAP
P.29

1日前
までに
予約

年齢
小学生以上

DATA

●引き馬：インストラクターが引く馬に
　　　　 乗り馬場を2周歩く
●20分コース：一人で乗馬し馬を歩かせる
●45分コース：一人で乗馬し速足までレッスン

開催期間／通年　料金／引き馬：1,000円、 
20分：4,000円、45分：6,000円 (各税込)
所要時間／20分～　可能人数／1名～　
持ち物／長ズボン、スニーカー、ソックス
（短くない物）　備考／引馬は3～4歳から可

乗馬
～体験コースから本格コースまで～

乗馬クラブ 稲葉ホースファミリー
じょうばくらぶ　いなばほーすふぁみりー

だんだん馬とのペースがあってきたら、
本格的な乗馬の世界が開けてきます。

     下田市田牛 46
     0558-27-2234　　不定休
     9:00 ～ 17:00

http://www.horseno1.sakura.ne.jp
山間の静かな乗馬クラブで
他人の視線を気にせずに
乗馬を楽しめます

店舗無

MAP2日前
までに
予約

年齢
保護者同伴で
幼児から可

DATA

天井に大きく穴が開いた洞窟、龍宮窟は上
から見るとハート型に見えることで人気ス
ポットになっています。龍宮窟の成り立ち
を学びながら楽しくウォーキングします。

開催期間／通年　料金／大人1,500円(税込)
所要時間／龍宮窟ウォーキング（60分）、サン
ドスキー体験（60分）　可能人数／2～8名　
持ち物／雨具、飲み物、防寒具、歩きやすい靴
予約／2日前までに要予約

伊豆半島ユネスコ世界ジオパーク・
龍宮窟ウォーキング

伊豆海洋自然塾
いずかいようしぜんじゅく

爪木崎、恵比須島、白浜、吉佐美大浜
などの絶景ウォーキングもあります。

     090-5854-4385
     不定休　     9:00～17:00

http://blogs.yahoo.co.jp/
shimoda_kaiyoujuku龍宮窟の隣に自然の力で

出来たサンドスキー場があり
ソリ遊びも出来ます

店舗無

MAP2日前
までに
予約

年齢
小学生以上

DATA

伊豆が海底火山だった頃の面影が残る須崎半島。
そのむかし海路で栄えた文化歴史もたどりながら
大地を楽しみます。もちろん「ジオ菓子®」つき！
ユネスコ世界ジオパークにも認定された伊豆半
島のなかでもエキサイティングなスポットです。

開催期間／通年　料金／大人5,000円、子供[小学生以下]
3,500円(各税込)、ガイド料・ジオ菓子・保険料込み  バス代・
ランチ代が別途かかります。　所要時間／4時間　可能人数
／3～10名  持ち物／防寒・防暑・防風対策、動きやすい服装

ジオ菓子を持って出かけよう！
海底火山×海の父ちゃん＝漁師鍋

ジオガシ旅行団
じおがしりょこうだん

ジオ菓子を持って、一緒に学びましょう。
新しい世界がみえてきます。

     賀茂郡南伊豆町加納 639
     0558-62-0085 　　不定休
     10:00 ～ 18:00

http://geogashi.com
「行く」「見る」「食べる」が
詰まったお菓子付き体験型
お土産ツールがジオ菓子です

年齢
小学校
高学年～ E-1

MAP
P.30

予約
不要

DATA

下田市観光協会窓口でノルディックウォー
キング専用ポールを貸出します。インスト
ラクターのレクチャーを希望する方は前日
までに下田市観光協会にご予約ください。

開催期間／通年　料金／レンタル料一名
700円(税込)　所要時間／1～7時間(返却
は16時迄)　可能人数／1～20名　持ち物
／水分、タオル、ウォーキングが出来る服装
予約／不要（インストラクターは要予約）

ノルディックウォーキング専用
ポールレンタル

伊豆下田ノルディックウォーキング協会
いずしもだのるでぃっくうぉーきんぐきょうかい

健康づくりからアスリートレベルまで自分
のペースで楽しめます。海や山や歴史の街
なみをノルディックで満喫してください！　

     下田市外ケ岡1-1 下田市観光協会内
     0558-22-1531　　無休
     9:00 ～ 17:00

http://www.shimoda-city.info
海岸に面した遊歩道で

海風浴びながらウォーキング
は心も身体も鍛えられます

B-1

MAP
P.29

7日前
までに
予約

年齢
小学生以上

DATA

下田市ののどかな山里に代々続くわさび農家
で、月に一度開かれる語らいの場です。鳥の声
やせせらぎの響きに耳を傾けながら、のんびり
過ごして下さい。季節のスイーツやジュースを
お出しします。わさびの作業もご覧頂けます。

開催期間／毎月第3日曜　料金／お一人
100円（里山整備基金にさせて頂きます）
時間／10:00～17:00開催(お好きな時間
にお越しください)　可能人数／1～10名
持ち物／弁当・飲み物の持込みは自由です

わさび農家の縁側カフェ
まるとうわさび
まるとうわさび

周辺の里山散策も楽しいです。
ただし「弁当とケガは自分持ち」で
お願いします。

     下田市須原 1523
     0558-28-0777　　不定休
     9:00 ～ 17:00

http://www.marutou-wasabi.com
四季折々の山菜や果実。

田畑で作業するお年寄りの姿…。
穏やかな空気が流れるところです。

B-4

MAP
P.29

7日前
までに
予約

年齢
小学生以上

DATA

ビーチ・磯の魅力に加え、当田牛地区にはサ
ンドスキー、龍宮窟等の大地の誕生に迫る
不思議な地形もあり、楽しみが尽きません。
皆さんの思い出づくりをして下さい。

開催期間／夏期シーズン除く通年　料金／
(1泊2日向け)基本体験プラン料金：[大人・
子供]4,500円(税込、宿泊費別)　
所要時間／1泊２日、2泊３日など　可能人
数／10～200名　持ち物／なし

サンドスキー・龍宮窟・漁村体験
 「最高の海の休日」を皆で満喫しよう

田牛観光協会（体験学習協議会）
とうじかんこうきょうかい　（たいけんがくしゅうきょうぎかい）

雨天の時は、サザエキャンドル、
海藻押しば、アジの開き体験もできます。

     下田市田牛 346
     0558-22-4073　　無休
     9:00 ～ 16:30

1泊2日以上田牛地区
宿泊の場合限定の海の自然
体験プランになります

7日前
までに
予約

年齢
小学生以上

DATA

伊豆半島の成り立ちの不思議を訪ねて歩く
ジオガイドツアーです。絶景の海岸ではビー
チコーミングを行い、貝がら・小石・シーグラ
スなどを集めます。

開催期間／通年（夏期は要問合せ）　料金／2,000
円（税込）～　所要時間／60分～　可能人数／5
～10名　注意事項／開始時間･集合場所等はその
都度異なります

ジオの絶景歩きとビーチコーミング
Gab’s Creation ～ 貝殻工房
がぶず  くりえいしょん  かいがらこうぼう

     080-3631-0272　　無休
     9:00 ～ 17:00伊豆半島ジオパーク認定

ジオガイドです。
下田の砂浜はなぜ白いのか…
そんな質問にお答えします。
ビーチコーミング・シークラフト
歴も20年です。ぜったい思い出に
残るプログラムですよ！

店舗無

MAP

他のプランは…
フォトフレーム・アクセサリー等を
貝がら・シーグラスで飾るシークラフト
や、マリンハーバリウム体験も人気です。

DATA

Trek along one of the prettiest arcs of 
Shimoda’s coastline.   And ascend to a 
hilltop lighthouse of Tsumekizaki that looks 
out over clear blue waters to distant islands.

開催期間／all year　料金／Guide fee : ￥3,300/person 
for 3+,￥4,950/person for 2 or ￥9,900 for 1 person. 
Bus fare: ￥880/person. Book online at www.izuhike.com 
or phone. Foreign credit cards accepted.　所要時間／2 ‒ 
3 hours　注意事項／Difficulty: Easy. Only English spoken. 

Lighthouse Hike with native
English speaking guide

IZU HIKE
いず  はいく

Many more hiking&bicycling tours
throughout Izu and in the Mt.Fuji area.

Our guides are native
English speakers !

年齢
小学生以上 店舗無

MAP

     090-7677-6497　　7 days a week
     9:00 ～ 17:00

info@izuhike.com

当日
予 約
OK

～ 絶景ウォーキング ～

❶人気スポット龍宮窟からスタート。自然
が造り出した神秘的な洞窟でパワーを注入！

❺佛谷山に到着。寶徳院さんから頂上に
向けて岩山を登っていきます。

❹潮の香りに包まれて田牛の海を移
動中。写真映えするハートのバス停を
発見してテンションがあがったよ♪ ❼絶景ウォーキングラストは吉佐美大浜を散策。ガイドさんと

別れて近くのカフェで一休憩♪いっぱい歩いた分いっぱい食べちゃった♪

❸龍宮窟の隣には自然の遊び場サンドスキー場。
　天然の砂山に大興奮！砂まみれだけど楽しいよ！

❷遊歩道を登っていくとお社や絶景ポイントも♪上から見
下ろした龍宮窟はなんとハート型♡恋愛運上昇するかも!?

ひゃ
～!

おすすめスポット♪

❻一体一体異なる十六羅漢像は下田
市の指定文化財。お社でお参りした後
は頂上からの眺望を堪能しました♪

成就しますように…

体験の
お問い合わせは

あなたに合わせたプログラムをご紹介します

へ！

https://seamon.info/

( 年中無休 9 時～17 時まで )

0558-22-5255

無料
潮騒のひびく海辺、緑溢れる林道、なつかしい集落やわさび
田などをのんびり散策したり、『ユネスコ世界ジオパーク』に
も認定されている伊豆半島の自然の中で、乗馬やノルディック
ウォーキング、サンドスキーなども楽しむことができます。

アトドウア
験体
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D-2

MAP
P.30

予約
不要

年齢
5歳以上

DATA

マグカップ、皿など作りやすく、実用にもな
るものをお勧めします。肉や魚、野菜を油を
使わずヘルシーに料理できる、タジン鍋も
工房にくる地元の皆さんには人気です。

開催期間／通年　料金／手びねりコース
3,000円、ろくろ（電動）コース5,000円 
(各・税込) 所要時間／1～2時間　可能人数
／1～20名　持ち物／なし　予約／不要。
不在の場合もありますのでご一報頂ければ…

陶芸体験 ～楽しみながら、ずっと
使える器を作りましょう～

耕心窯
こうしんがま

他のプランは…
絵付けコース（中皿1枚か湯呑1つ）

     下田市五丁目 2－43
     0558-23-1867　　無休
     9:00 ～ 17:00

http://tougei2001.wix.com/
koushingama家庭的な雰囲気の中で、

自分の器を創ってみませんか
初めてでも楽しく仕上がります

E-1

MAP
P.30

予約
不要

年齢
制限なし

DATA

下田の浜辺に打ち上げられた貝殻やシー
グラスを、フォトフレームやバレッタ、マグ
ネットに、グルーガンで張り付けて飾りま
す。男女を問わず、大人も子供も無心に
なって楽しめますよ！

開催期間／通年　料金／お一人様1,000円
(税込、材料費込み。フォトフレームとマグネット
〈またはバレッタ〉各１個ずつ作成できます。）
所要時間／15～30分　可能人数／1名～
(4名以上要予約)　持ち物／なし

シークラフト体験
し～もん
し～もん

下田の豊かな自然をお楽しみください。
楽しいアクティビティがいっぱいです！

     下田市外ケ岡1-1
     　(道の駅「開国下田みなと」2F)
     0558-22-5255　　無休
     10:00～16:00

https://seamon.info/道の駅「開国下田みなと」
2Fの体験カウンターにて
お気軽に体験ください♪

E-1

MAP
P.30

3日前
までに
予約

年齢
小学生以上

DATA

「かえる笛」「ポッポ笛（2連）」（竹笛）の素朴
な透きとおった音色、ぶんぶん独楽の温もり
のある手ざわり。作る喜びだけでなく、ずっ
と手元に置きたくなる人気の小物です。

開催期間／通年　料金／ぶんぶん独楽
500円～、かえる笛500円～、ポッポ笛
700円～（各材料費・指導料・税込）　所要
時間／約1時間　可能人数／5～15名

なつかしい里山玩具の竹笛や
ぶんぶん独楽を作りましょう。

独歩里工房
どっぽりこうぼう

道の駅 開国下田みなとの会場を予約
を頂いてから手配します。

     下田市箕作 689
　 【体験場所】  道の駅 開国下田みなと
     　　　　　　  0558-28-0107
     月・火曜定休      10:00～16:30
＆

近くの里山から切り出した
木や竹を使います。

年齢
小学校
高学年～ F-1

MAP
P.30

1日前
までに
予約

DATA

ちりめんを使って、和風小物、きんちゃく、
花のコサージュ、つるし雛、桜のつるし雛、
クリップ桜子ちゃんの作成をします。ちり
めん細工の伝統と下田の良さを、来られた
方に、おもてなしの心で伝えたいです。

開催期間／通年　料金／1,500～2,000円
（税込、材料費込）、品物によっては材料費が
発生します。針と糸を使える方が受け入れ
可　所要時間／1～2時間　可能人数／
1～10名　持ち物／なし

古民家でちりめん細工手作り体験
工房桜子
こうぼうさくらこ

他のプランは…
ちりめん細工の小物から吊るし飾り
までを作成

     下田市柿崎 30-15
     0558-25-3301　　不定休
     9:00 ～ 17:00

築100年近い古民家を工房に
して作品を展示しています。
お立ち寄り頂くだけでも結構です。

E-1

MAP
P.30

5日前
までに
予約

年齢
小学5年生以上

保護者同伴で小学3年生から

DATA

船乗りだった頃覚えたロープワークのクラフト
です。生活の中で緩まないように物を縛るには？
そして解くには？ロープって色々形を変えます。
もっとも基本的で美しい幾何学模様のコース
ターをまずは作ってみましょう。もっと手軽
にできるミサンガ、トンボ等もあります。

開催期間／通年 ※不定期　料金／1,000円(税込、
材料費込) 3mm×4mのロープで直径約10cmの
コースターを作る場合。　所要時間／1～2時間　可
能人数／1～6名(それ以上はお問合わせ下さい)

生活に役立つ！楽しめる！
航海のロープワーク

編（AMU）
あむ

ご希望の日時で
「道の駅 開国下田みなと」の会場を
手配／宿泊施設等への出張も可。
上級になると鍋敷き、足拭きマット等も
作れます。

     下田市旧岡方村 692-31
　 【体験場所】  道の駅 開国下田みなと     
     0558-23-3496　　不定休
     10:00 ～ 15:00

たま～にしか使わないけど、
覚えておけば役に立つよ。

2日前
までに
予約 C-2

MAP
P.29

年齢
小学生以上

DATA

沖縄の染め物「紅型(びんがた)」の技法を
使った染め物体験。伝統の顔料で鮮やかに
生地を染めます。潮風を感じ、静かでゆったり
と時間の流れる古民家で作品づくりをして
みませんか。

開催期間／通年　料金／3,000円（税込、
材料費込）　所要時間／2時間～3時間　
可能人数／１～１０名　持ち物／特になし

「型染め」体験
～海からもほど近い
　　　　　古民家で染め物体験～

染色家 石塚 淳
せんしょくか　いしづかあつし

近くには伊豆最古の白浜神社や
白浜ビーチもあり、下田の絶景スポットも
たくさん楽しめます！

     下田市白浜 100-1
     0558-36-3170　　不定休
     9:00 ～ 18:00

http://ishizukaatsushi.com
塗り絵のような感覚で

行えますので、年齢を問わず
作品作りをお楽しみいただけます。

E-1

MAP
P.30

14日前
までに
予約

年齢
小学生以上

     下田市二丁目 13-11
　 【体験場所】  道の駅 開国下田みなと
     0558-22-1712　　不定休
     10:00 ～ 17:00

DATA

磯で時間をかけて海藻を採取し、丹念に塩
抜き。制作に用いるまで大切に保存されま
す。「海藻押し葉」体験では、約10種類の海
藻を自由に使い作品を手掛けて頂きます。

開催期間／通年　料金／一人1,000円(税
込、材料費[海藻、ハガキ・栞、ラミネート]・
会場費・送料[一括の場合]・指導料込み）   
所要時間／1時間　可能人数／10～50名
持ち物／なし

海中に揺れうごく鮮やかな海藻を
使ったアート「海藻おしば」体験

なのりその会
なのりそのかい

下田の美しく、豊かな海を知っていただく
ための楽しい体験ができますよ。体験は
主に「道の駅 開国下田みなと」内になります。

紅・緑・褐色の海藻を形に
して紙の上に貼っていくとき、
想像力が広がっていきます

1日前
までに
予約

年齢
保護者同伴で
5歳以上 B-2

MAP
P.29

DATA

下田の湯元蓮台寺温泉より更に奥深い山里、
みかん畑に囲まれた下大沢。湯呑、皿、マグ
カップ等丁寧に指導します。乾燥、素焼き、
本焼きを経て、約一か月後にお送りします。

開催期間／通年　料金／手びねり体験一人3,600円・小学
生以下2,000円、ろくろ体験一人5,200円 (各・税込、送料
別）　所要時間／1～1.5時間　可能人数／1～7名（それ以
上は別会場手配となります。お早めの予約をお願いします。）
持ち物／ろくろ体験は汚れてよい恰好、女性はズボンで。

みかん畑に囲まれた
　　　　　山里の窯元で陶芸三昧

しず草窯
しずくさがま

伝統工芸作家のろくろ指導で
本格的な、やきものが楽しめます

     下田市大沢６６１
     0558-23-3291　　ネットでご確認
     10:00 ～ 16:00

https://www.jalan.net/kankou/
spt_guide000000150585/自然に親しみ、のどかな

山の空気を吸いながら、
のびのび制作を楽しんで。

下さい。

クラフト体験

❹グルーガンの引き金を引いて出た接着剤
の上に好きなシーグラスなどを置きます。

❻ひとつずつ貼り付けて、自分の海の
イメージを作っていきます。

❼できあがり！完成したものはお土産に。
楽しくて、記念になる体験ができました♪

❸下田の海岸で拾い集めた
シーグラスや貝殻の中から、
使いたいものを選びます。
ひとつひとつ個性があって迷う～

ど
れ
に
し
よ
う
か
な
〜

❺大人も子どもも夢中になっちゃう！

楽
し
い
ね
♪

❶おばあちゃんと一緒にシークラフト
を作ります。

❷グルーガンを温めます。熱くなる
ので気をつけて。

がんばろう！がんばろう！

お
〜

体験の
お問い合わせは

あなたに合わせたプログラムをご紹介します

へ！

https://seamon.info/

( 年中無休 9 時～17 時まで )

0558-22-5255

無料トフラク 自然豊かな下田では、海藻おしばやシークラフトなど
の海のクラフトはもちろんのこと、静かな里山や古民
家でゆったりと陶芸やちりめん細工、染物体験なども
楽しむことができます。

験体
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B-3

MAP
P.29

1日前
までに
予約

年齢
制限なし

DATA

みかんの収穫を体験し、その場で食べ放題
で味わえます。お土産代は別途（みかん１
K300円)、地方発送：みかん10kg3,200
円、柿10kg4,200円、[各・税込、送料別]

開催期間／10月20日～11月30日、この期
間以外はお電話下さい　料金／[入園料と
食べ放題の分のみ]大人450円、子供350
円(各・税込)　可能人数／1～40名位
持ち物／動きやすい靴と服装

みかん狩り～個人農家で
　　大切に育てた裏山のみかん～

まつば農園
まつばのうえん

他のプランは…
柿狩り　大人500円、子供300円

     下田市大賀茂３３６－２
     0558-22-8400　　不定休
     9:00 ～ 16:00

地元の子供たちから
おばあちゃんの農園と
言われ親しまれています。

A-2

MAP
P.29

当日
予 約
OK

年齢
小学生以上

DATA

そば粉をこねてからのばし切るまでの体
験。 出来たそばは、その場で召し上がって
いただけます。季節の山菜の天ぷら付きの
セットがおすすめです。人気の大豆コロッ
ケと一緒に召し上がるのもおすすめです。

開催期間／通年　料金／体験から食事まで天ぷ
ら付セット一人1,700円、もりそばのみ一人
1,200円。最低三人分の粉量からの体験の為、
一人の場合は二人分の粉代1,000円追加 (各税
込)　所要時間／約1時間　可能人数／1～50名

本格そば打ち体験＆お食事
加増野ポーレポーレ
かぞうのぽーれぽーれ

他のプランは…
石窯ピザ作り、地粉の小麦まんじゅう作り、
味噌作り、もちつき体験 等

     下田市加増野 481-3
     0558-28-0002　　
     毎週火曜日     9:30 ～ 15:30

http://kazounopolepole.web.fc2.com
心を込めて手打ちした
そばは、田子産かつお節の
香り高いつゆと相性抜群！

B-2

MAP
P.29

当日
予 約
OK

年齢
制限なし

開催期間／12月下旬～5月下旬、苺の実の
つき方で前後します
料金／http://nagomikaen.com/ 又は
☎080-1554-3478で ご確認下さい。
所要時間／30分　可能人数／1～20名

DATA

「完熟いちご狩り」 30分食べ放題！
栽培品種：紅ほっぺです。練乳もセットで
お付けいたします。いちごのあま～い香り
で感動！！

伊豆下田 いちご狩り
なごみ果園
なごみかえん

リピーター続出の生ジャムもどうぞ。
なごみ果園 検索

     下田市椎原 299
     080-1554-3478　　不定休
     10:00 ～ 15:30

http://nagomikaen.com/

なごみいちごで感動！！

C-3

MAP
P.29

年齢
制限なし

DATA

真あじを5匹、干物の形に開きます。その後
の作業は当方で行います。仕上がった干物
は、お持ち帰り又は宅配となります。自分で
開いた干物の味は格別です。海の幸をお土
産に是非。

開催期間／通年　料金／大人・子供：1,200
円(各税抜)、 宅配希望の方は別途送料
（クール宅急便1,150円[税込]～）　所要
時間／30分　可能人数／1～50名　持
ち物／なし

新鮮 干物開き体験
ほうえい
ほうえい

買った干物を焼いて食べられる
「いろり」あります！
ごゆっくりおくつろぎ下さい。

     下田市須崎 1555-4
     0558-27-2088　　不定休
     9:00 ～ 17:00

http://www.houei.com
干物開き体験は

教育旅行の生徒にも大人の
グループにも好評です

2日前
までに
予約

当日
予 約
OK B-3

MAP
P.29

年齢
小学5年生以上

※家族の場合は制限なし

DATA

数千年前から人間に慣れて、しかも有益で不思議な
力を持つみつばち。この秘密に体験を通して迫って
みます。養蜂コースでは巣箱から外した巣から採蜜
し試食します。下田みつばちの蜂蜜がお土産です。

開催期間／4月下旬～10月上旬　料金／大人・小
人2,500円 / ご家族の場合は3,500円(税込･保
険込)を頂いております。130g(1,200円相当)の
お土産付き  所要時間／1時間  可能人数／1～6
名　持ち物／服装は明るい上着がベストです。

下田みつばちの養蜂体験と
蜂蜜の試食。お土産付き。

下田みつばち
しもだみつばち

養蜂場はコンパクトで、住まいと同じ自然
豊かな小高い所にあります。伊豆急下田駅
からバスで約10分、はちみつの幟が目印
です。休息だけでもどうぞ!

     下田市吉佐美 1021-4
     090-3237-8048　　火曜日
     9:00 ～ 16:00

蜜ろうコースの
ハンドクリーム作り、

キャンドル作りも人気です。
（通年開催）

お
い
し
い
!!

❶揃えてもらっている
　材料を確認し、説明
　を聞きます。 ❶そば粉に水を入れ、指で回すように混ぜると

ポロポロになってきます。

❷ひとつにまとめ、耳たぶくらいの
軟らかさになるまで練ります。

❸板に打ち粉をして練り
丸くのばし、厚さ１cm
までのばします。

❹手前からのし棒に巻き、押しつけながら前へ転がし
ます。９０度回転して巻き、これを繰り返して、大きく
していきます。2mm 位の厚さでのばし完了。のばし
棒を使って畳んでいきます。

❺大きな包丁
で切ります。
緊張する！

❻できあがり～！地元野菜の天ぷらも
つけてもらいました。
疲れたけど、自分で打ったそばは
格別においしかったです♪

❷生地をこねて１次発酵します。

❸大きい塊の生地を
スケッパーで分割します。
丸め直して、ベンチタイム
で少し休ませます。

❹その間に、具の準備。
野菜を薄く切ります。

❺生地を１枚
ずつ、ピザの
皿に薄くのば
して形を作り
ます。

❻生地にピザソース
を塗り、具を置いて
いきます。トマト、
ピーマンなど。
チーズをたっぷり
乗せて、準備OK。

❼地元の伊豆石で作られた石窯。
マッチ 1 本で火をつけて、
自然の火力のみで焼きあげます

❽石窯にピザを入れて焼いてもらいます。
約５分で焼き上がり！生地はカリカリ、
チーズはトロトロでおいしそう♪

❾熱々のうちにその場でいただきま～す！
焼きたての手作り石窯ピザは、
他では食べられない、絶品の味でした！

体験を終えて…

そば打ちはテレビ
で見たことがあっ

たけど、まさ

か自分がやる日が来るなんて（笑）。最初緊張で

あたふたしたけ
どコツさえつかめ

ば料理の苦手

な私でも楽しくス
ムーズにできまし

た。今までの

人生で一番美味し
いおそばでした！

ピザ作りは生地
からコネコネ。ス

ゴい！天井に投

げたりクルクル回
したりはしません

よ（笑）

スタッフの皆さん
とおしゃべりしな

がら過ごす時

間はとても楽しか
ったです。

そば打ち体験そば打ち体験ピザ作り体験ピザ作り体験
打ちたて! ゆでたて!!

私たちが体験しました

静岡県立下田高等学校 写真部のみなさん

調理・食体験
体験の
お問い合わせは

あなたに合わせたプログラムをご紹介します

へ！

https://seamon.info/

( 年中無休 9 時～17 時まで )

0558-22-5255

無料
透明度抜群の海では、金目鯛や伊勢えび、サザエ等の
新鮮な魚貝類が豊富にあがります。また、豊かな海の
源である山では清流が流れ、美味しいわさびやイチゴ、
みかん、柿などを収穫することができます。
下田でとれた新鮮な海の幸、山の幸を使った調理体験
はオンリーワンです。

食理・調
験体
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歴史・文化体験

B-2

MAP
P.29

予約
不要

年齢
制限なし

DATA

平安時代の仏像から印象派などの近代
絵画まで幅広いコレクションを収蔵。
季節ごとにテーマを設けて展覧会を開催
しております。また年に一度程度、伊豆
の仏教美を紹介する特別展を行います。

開催期間／通年　料金／大人1,000円・
学生500円・高校生以下無料(各税込)、
団体割引(10名以上1割引)　所要時間／
1時間

東洋と西洋の美が出あう
上原美術館
うえはらびじゅつかん

伊豆の豊かな自然に囲まれた
美術館で安らぎのひとときを！

     下田市宇土金 341
     0558-28-1228　　
     9:00～17:00 (入館は16:30まで)
     展覧会会期中は無休

http://www.uehara-museum.or.jp仏教美術や近代絵画、
ジャンルを越えた美の出あいを

楽しめます

店舗無

MAP3日前
までに
予約

年齢
20歳以上

DATA

白塗り、芸者高島田、黒のお引きづりで、お
友達をドッキリさせてみませんか？芸者を
伴ったお座敷の余興向けですが、食事会や
仲間同士の集まりの時等でもお受けします

開催期間／通年　料金／20,000円前後（芸者
玉代と同じ/宿泊:宴会申込先の各旅館ホテル
に問い合わせ）　所要時間／基本2時間、この
内支度に約３０分。延長も可　可能人数／1～
2名　予約／要予約（旅館ホテル等を通して）

どっきり芸者～白塗り・高島田で
下田芸者に変身

下田芸者置屋 桝家
しもだげいしゃおきや　ますや

下田と言えば「唐人お吉」の哀歌。伝統の
「下田節」も味わい深い古典の調べです。

     下田市四丁目
     0558-36-4114　　無休
     11:00 ～ 24:00

okiya.masuya@hotmail.co.jp
宴会の乾杯の後そっと
抜け出し、芸者に変身して
乱入…盛り上がります！

D-2

MAP
P.30

1日前
予 約
OK

年齢
小学生以上

DATA

「東北がない！北海道がない！～外国人が描いた日本地図」
「まるで妖怪～日本人が考えた外国人」日米下田条約が締結
された了仙寺の本堂で、当時の絵を見ながら、聞く鎖国・開国
の異文化交流。黒船・開国の原本資料3,000点所蔵の「黒船
ミュージアム」の入場券付（通常：大人500円・子供250円）

開催期間／通年　料金／大人1,000円・子供300円
(税込)※お茶と銘菓は大人のみ、9名以下での催行は
最低料金10,000円（税込）を申し受けます。　所要時
間／1.5時間　可能人数／1～100名　予約／要予約

下田開国物語 ～お茶と銘菓付～
（10名以上でお申し込み下さい）

了仙寺（国指定開国史跡）
りょうせんじ  くにしていかいこくしせき

学校単位の教育旅行もお受けします。
子供300円・大人（引率者）500円（黒船ミュー
ジアム」入場券付）※お茶と銘菓は付きません。

     下田市三丁目 12-12
     0558-22-0657　　無休
     8:30 ～ 17:00

https://ryosenji.net/
テレビで見る絵がたくさん
出てくる！歴史の嫌いな人の

ための歴史の話？

予約
不要 D-1

MAP
P.30

年齢
制限なし

DATA

開国の陰に咲き、寂しく散った「唐人お吉」、
その菩提寺として知られる「宝福寺」。ここは
坂本龍馬が脱藩を解かれ、激動の時代に雄飛
した場所でもあります。記念館を見学し、
幕末回天の歴史語りに耳を傾けて下さい。

開催期間／通年(年中無休)　料金／大人:
400円、中高生:200円、小学生以下：無料(各
税込)　※記念館案内～歴史語りは料金に含
まれています。(但し催行できない場合もあり
ます)　所要時間／20～30分　可能人数／
1名～　予約／団体20名より要予約(1割引)

「唐人お吉と龍馬飛翔」記念館案内
宝福寺
ほうふくじ

水曜日は語り部の日。情緒あふれる語りに
お吉や龍馬を偲び、心を震わせて下さい。

     下田市 1 丁目 18-26
     0558-22-0960　　無休
     8:00 ～ 17:00

http://www.i-younet.ne.jp/
~hofukuji/home.html

お吉さんのお墓には、
一般の方から有名な舞台俳優
まで、参拝の方が絶えません。

予約
不要 F-1

MAP
P.30

年齢
小学5年生
以上

DATA

国指定の史跡です。境内には、ペリー黒船乗員墓
所、ロシア黒船乗員墓所、ハリス記念碑、牛乳の碑
があります。昭和54年には当時現職のジミー・カー
ターアメリカ大統領がご来寺を賜わり平成３年は
現在の上皇、上皇后様の行幸啓を賜わりました。ハ
リス記念館は大変に充実した開国史資料館です。

開催期間／通年　料金／[記念館入館料]大人400円、小
人200円、団体割引：20名以上１割引(各税込)令和2年1
月1日より大人500円、小人300円に改定予定です。　所
要時間／40分　予約／不要(団体は要予約)。 境内・館内
の説明は予約が必要。

日本開国史を肌で感ずる寺
玉泉寺 ハリス記念館
ぎょくせんじ　はりすきねんかん

境内、資料館とも見どころが多く、
約1時間取ることをおすすめします。

     下田市柿崎 31-6
     0558-22-1287　　無休
     8:30 ～ 17:00

https://www.izu-gyokusenji.or.jp/

黒船来航からハリスの
３年間の下田滞在を、本物の
遺跡の前で感じて下さい。

D-2

MAP
P.30

予約
不要

年齢
小学生以上

     下田市四丁目 8-13
     0558-23-2500　　無休
     8:30～17:30(入館は閉館30分前まで)

http://www.shimoda-museum.jp

DATA

黒船来航により開港された下田の歴史博物
館として、ペリー・ハリス・唐人お吉などの
歴史資料を約1000点展示。初級・中級・上
級のクイズがあり、館内を回り展示の説明
を読みながらクイズに答えてもらいます。

開催期間／通年　料金／大人（高校生以上）
1,200円、子供（小・中学生）600円、学割（高校
生・大学生、学生証提示)1,000円[各税込、団体
10名様以上より館内ガイドいたします。要予約]
所要時間／約40分　可能人数／1～300名

クイズ歴史発見
下田開国博物館
しもだかいこくはくぶつかん

他のプランは…
「下田の史跡めぐり」　別途300円
要予約、10名様以上よりご案内できます

自分が楽しもうと思ったら、
きっとよい出会いがあるはず。

さあ自分の開国を！

E-1

MAP
P.30

予約
不要

年齢
小学生以上

DATA

黒船来航も受け入れた下田の歴史の流れを
肌で感じられるミュージアムです。

須崎沖は突きんぼカジキ漁の故郷。カジキ
のレプリカや、カジキと格闘する席を再現。

開催期間／通年　料金／ハーバーミュー
ジアム・JGFAかじきミュージアム共通券
一般500円・小中学生250円、[20名以上]
一般400円・小中学生200円 （各・税込）
所要時間／40分　可能人数／1名～

「ハーバーミュージアム」

「JGFAかじきミュージアム」

道の駅開国下田みなと
みちのえきかいこくしもだみなと

下田港を目の前にした最上階の
ミュージアムは眺めも最高！

     下田市外ケ岡1-1
     0558-25-3500
     無休(臨時休館あり)
     9:00～17:00（最終入館16:30）

古代から近代までの歴史が
ジオラマ・復元模型等で
展示してあります

1日前
予 約
OK D-2

MAP
P.30

年齢
小学生以上

DATA

1854年にロシア使節プチャーチンと日露和
親条約が調印され、日米和親条約の批准書交換
が行われたお寺です。条約を締結した本堂で
当時の様子や経緯のお話と、境内にある水琴
窟を体感し干支の守り本尊にお参りください。

開催期間／通年　料金／大人300円、小中
学生150円(各税込)、市内学校の学習目的
の見学はご相談下さい。　所要時間／30分
可能人数／1名～　予約／要予約

プチャーチンが来航し日露和親条約を
締結した長楽寺の歴史を語ります。

長楽寺
ちょうらくじ

伊豆八十八ヶ所霊場、
伊豆横道三十三観音霊場、
伊豆国七福神めぐりのお寺です。

     下田市三丁目 13-19
     0558-22-0731　　不定休
     9:00 ～ 17:00

ご朱印も承ります。
仏事がある時はお断りさせて
頂きます。ご了承下さい。

1日前
までに
予約 E-1

MAP
P.30

年齢
小学生以上

DATA

Tour includes: Guide of Shimoda’s 
history & Japanese culture, Instagram 
Points, useful info, light snacks. Drop 
into EZ-Stay  for Info in English, a chat 
or if you need any help.

開催期間／all year　料金￥3,800/person
所要時間／3hours　注意事項／Moderate 
Fitness Level／Guide tour only in English.

Keita's Walking Tour (in English)
Keita's Walking Tour
EZ-Stay

Recommended for people interested
in the everyday life of Japanese, only
by this tour !
Accommodation available for one
person, and up to 10 people.

     1-12-9 Higashihongo Shimoda
     0558-27-2686　　holiday, 
irregular       10:00 ～ 20:00

Reservations are 
required a day 
in advance.

1日前
予 約
OK E-1

MAP
P.30

年齢
制限なし

DATA

海岸の美しい下田は黒船来航の街です。海鼠壁や伊豆石を配し
た静かな街並みに、幕末を吹き抜けた風を感じて下さい。ペリー
上陸の碑から下田条約締結の了仙寺迄をたどる「ペリーロード
コース」＆開国の歴史に溢れた下田の歴史を知るには「下田歴
史の散策道コース～旧市内」出発は10：00～＆13：30～

開催期間／通年　集合場所／下田市観光協会駅前
案内所ほか　料金／1名500円(税込)　所要時間
／1～2時間　可能人数／2名～　予約／前日16：
00迄に下田市観光協会までお電話を。

下田の魅力をたくさん知っている
ガイドと開国のまち下田を散策

下田観光まち歩きガイド
しもだかんこうまちあるきがいど

    下田市外ヶ岡1-1 道の駅 開国下田みなと 2F      
　   下田市観光協会        0558-22-1531
    8/13・14・15＆12/28～1/5
    9:00～16:00(年中無休) 

20名以上（団体）の場合は
10日前までにご予約下さい。
料金（割引）1名300円に

なります。

ハリスの米国総領事館玉泉寺と吉田松陰が密航の
企てをした弁天島周辺の「下田歴史の散策道コース
～下田港・柿崎」もあります。（1名800円※玉泉寺
ハリス記念館入館料含む）

他のプランは…

7日前
までに
予約

DATA

浴衣や小物一式を貸し出し着付けも行うプ
ログラムです。手ぶらでお越しください。気
軽に和体験して頂けると嬉しいです。街歩
きの際は、お荷物はお預かりいたします。

開催期間／5～9月　料金／3,000円（税
込・着付、下駄、浴衣、帯、肌着代）※返却が翌
日になる場合はプラス500円頂きます。　
所要時間／2～3時間　可能人数／1～7名
（要相談）　予約／7日前の18時まで

ペリーも歩いた開国の街を
浴衣で街歩き

喜久屋呉服店
きくやごふくてん

浴衣、着付けの事については
お気軽にお尋ね下さい。

     下田市二丁目 3-10
     0558-22-0412　　日曜日
     9:30 ～ 18:30

歴史の街を浴衣姿で
ゆったり街歩きして

見ませんか

D-1

MAP
P.30

制 限
身 長

150cm以上

❶幕末に黒船に乗って来たペリー提督
が歩いたとされるペリーロードを散策。
下田芸者さんに出会いました。

❷旧澤村邸で、下田芸者さんの踊り
を特別に見せてもらいました。優雅
で美しい舞いに感動。

❸1854年、日米和親条約締結に
よって開港した下田に、ペリー艦隊
が来航しました。その上陸した地の
下田港に立つペリー艦隊来航記念碑
を見て、幕末を体感。

❹散策のゴールは柿崎の弁天島。黒船に
密航しようとした吉田松陰が身を隠した
地です。歴史を肌で感じた一日でした。

下
田 

開
国
の
歴
史
と

幕
末
ロ
マ
ン
漂
う
散
歩
道

体験の
お問い合わせは

あなたに合わせたプログラムをご紹介します

へ！

https://seamon.info/

( 年中無休 9 時～17 時まで )

0558-22-5255

無料天然の良港である下田は、江戸時代より江戸と大阪を結ぶ
回船の風待港として、また海の関所である御番所が置かれ
栄えてきました。
幕末にはペリー提督率いる黒船が来航し、日本で一番初め
に開港され、当時の史跡や文化が数多く残っています。

化文史・歴
験体

23 24



癒し体験

E-1

MAP
P.30

1日前
までに
予約

年齢
中学生以上

DATA

下田の美しい海からの潮風に含まれたミネラル
を身体いっぱいに取り込んで波の音をＢＧＭに
ヨガをします。ゆったりとしたビーチが外国人観
光客にも人気の吉佐美大浜が会場となります。

開催期間／7月中旬から8月末 土曜日開催、
6:30～7:30　料金／[大人・子供]2,000
円(税込)　所要時間／1時間　可能人数／1
～20名　持ち物／ヨガマットは貸し出しし
ます。飲料水、タオル、帽子、UVケアなど

吹きわたる潮風を浴びながら
「ビーチヨガ」

スタジオMY
すたじおまい

下田駅近くのスタジオでのヨガの受講
もできます。
http://www.studiomyyoga.jp/

     下田市東本郷 1-19-12
     0558-22-0312　　土・日曜
     10:30 ～ 19:30

http://ameblo.jp/myyoga/
（ビーチヨガ）

プライベートレッスンご希望の
場合はご連絡下さい。

当日
予 約
OK D-1

MAP
P.30

年齢
3歳以上

DATA

美容スムージーや可愛い雑貨などもあります。
当店は女性に喜んでいただける空間を目指してお
ります。姫系大好きな女子やキッズにも大人気です。

開催期間／通年　料金／『し～もん限定デザイン
メニュー』（店内のし～もん限定デザインよりお選
び頂くコースです。）　・ジェルネイルハンド 10本:
6,500円　・マニキュアネイルハンド 10本:
2,500円　・キッズネイル(小学生まで):500円 (全
て税抜)　所要時間／15分～120分　備考／オフ
がある場合は、別途料金がかかります。予約優先。

ネイルサロンとカフェを併設した癒しの空間です
ネイルサロン&カフェ Pri・Rose
ねいるさろん あんど かふぇ　ぷりろーざ

ビタミンたっぷり美容健康スムージー
ご用意しています。　500円～

     下田市二丁目 3-1
     0558-23-7130
     11:00 ～ 24:00     不定休

ピンク色の店内で、
お姫様気分を満喫して下さい♥

当日
予 約
OK B-1

MAP
P.29

年齢
中学生以上

DATA

確かなスキルを持ったセラピストがお一人
お一人の身体やお悩みに合わせ丁寧に施術
致します。どのメニューもリーズナブルな
価格でご用意しております。

開催期間／通年　料金／ホットストーン
6,000円(ハーブボール代1,000円別途) 深
頭筋ヘッドスパ6,000円 他（各税込）　所要
時間／60分　可能人数／1人　備考／深頭
筋ヘッドスパご希望の方は汚れてもいい服
装で。妊娠中のホットストーンは出来ません。

アジアンリラクゼーション体験

隠れ家空間 RAWAN(ラワン)
かくれがくうかん　らわん

バリニーズマッサージや
リンパマッサージも行っています。

     下田市宇土金 67-7
     090-5005-3776
     10:00 ～ 18:00      不定休

希望者集まれば
タレント整体師の楽しんごさんが

サロンに来ます！

他のプランは…

当日
予 約
OK B-3

MAP
P.29

1日前
までに
予約

年齢
中学生以上

DATA

ネイルは特別な日だけでなく日常の癒しで
す。お仕事柄ナチュラルに仕上げたい方か
ら、最新トレンドを取り入れた個性的なデ
ザインまで、1人1人に合った理想の指先を
演出します。

開催期間／通年　料金／ジェルグラデー
ション：3,900円、定額デザイン：4,700円
/5,200円、フットコース：5,000円 (全て
税込)　所要時間／90分

指先の小さな幸せお届けします
Cherish Nail
ちぇりっしゅ　ねいる

他のプランは…
・1dayセルフジェル教室（180分)
 もあります。

     下田市吉佐美 15-3
     090-5004-8748　　日曜日
     10:00 ～最終受付 15：30

http://s.ameblo.jp/rapantama2/
人気のフットは

リクライニングチェアーで
ゆっくりお寛ぎいただけます♪

当日
予 約
OK C-3

MAP
P.29

年齢
中学生以上

DATA

上質なアロマの香りとセラピストの極上の
オールハンドトリートメントです。
贅沢な空間で海を眺めながら、あなただけ
のリラックスタイムを…。

開催期間／通年　料金／[し～もん限定
メニュー]フェイシャル40分：4,500円(税
込)、ボディーケア40分：4,800円（税込）、
60分:6,000円(税込)　所要時間／40～
60分　可能人数／1名～　備考／ホテル
大浴場が無料でご利用になれます。

ホテルの中の癒しのエステ
エステサロン KANALOA
えすてさろん　かなろあ

他のプランは…
フェイス＋デコルテ 60分 6,800円(税込)

     下田市柿崎 633
     ( 下田ビューホテル内 )        
     090-9924-9115
     10:00 ～(応相談)       不定休

http://viewhotel.co.jp「こころ」と「身体」の癒しに
こだわるセラピストの技を

ご堪能ください

F-2

MAP
P.30

1日前
までに
予約

年齢
18歳以上

DATA

美容＆ダイエット大賞にも選ばれた筋肉
をゆるめるケア。痛くないやさしいケアで
痛みやコリをやわらげていきます。上質
アロマオイルでのトリートメントも含まれ
ます。美肌エステも人気です。

開催期間／通年　料金／筋ゆるボディケア
60分 6,000円、美肌エステ(超音波・吸引・
高周波)50分 5,000円 (各・税込)　所要
時間／50～60分(お着替え、お茶時間除く)

心とカラダをゆるめる筋ゆるケア
リンパケアサロン urara
りんぱけあさろん　うらら

他のプランは…
フェイシャルとボディトリートメントが
セットになったお得なコースもございます！

     下田市柿崎 39-19
     090-9943-0456　　不定休
     10:00 ～ 16:00

http://ameblo.jp/salon-urara/
筋肉の緊張をとって

あげると、姿勢・スタイル
改善にも効果的です！

B-2

MAP
P.29

1日前
までに
予約

年齢
18歳以上

DATA

息つく暇もなくストレスいっぱいの慌しい
日常から離れて、あなただけの贅沢な癒し
のお時間を低料金でお届けいたします。
アロマの香る落ち着いた空間へ、是非お越
しください。

開催期間／通年　料金／フェイス、デコルテ60分：
3,900円、ボディー60分:4,900円、ほぐし整体60
分:4,200円(各税込)　所要時間／35～100分　
可能人数／1名～　備考／フェイスの場合アイ
メークなどなさらずにお越し頂くとスムーズです

日常から離れ、癒しのひとときを…
癒し処 Ram’s Esthe ラムズ整体
いやしどころ　らむずえすて

他のプランは…
好評！贅沢ボディ・フェイス100分7,900円

     下田市河内180-17
     080-9493-0981　　
     不定休(但し夏期・年末年始・ゴールデン
ウィークは休業)    　　10:00～19:00

http://r.goope.jp/ram12120709新たに整体が
メニューに加わりました！
辛いコリ痛みに効果的です

当日
予 約
OK

MAP年齢
小学生以上

DATA

ラテンを中心とした世界各国のリズムにの
せて楽しく簡単にエクササイズできるズン
バを下田のキレイな海で体験。11月～2月
は室内で行いますので、1日前までの予約
をお願い致します。

開催期間／通年　料金／1,500円(税込)
所要時間／1時間　可能人数／1人～　予
約／TELかLINE、インスタのメッセージに
て予約お問合せください。　備考／動きや
すい服装でお越しください。

ダンスフィットネスをビーチで開放的に

Sally Blast Fitness
さりー  ぶらすと  ふぃっとねす

おひとり様プライベートレッスンも
OK！仲間内でも盛り上がる♡
（色々ご相談下さい）

      080-9971-5895
     （受付）10:00～19:00

公式 LINE：@xxz6619c
Instaglam：sally_blast

楽しみながら体を動かして、
いい汗かいて、心も体も
スッキリしましょ♪

店舗無

ビーチヨガ
体験

ビーチヨガ
体験

ビーチヨガ
体験

潮風を
浴びて

リフレッ
シュ!潮風を
浴びて

リフレッ
シュ!

❶砂浜にヨガマットを敷き、
ビーチヨガの始まり。

❸目を閉じて全身の力を抜き
深くゆっくりと呼吸する。
心と身体をほぐしながら、自分
のペースでヨガを行います。
汗もジワリと出てきます。

❷心地良い潮風を
吸ってリラックス。

❹普段使わない筋肉が伸びて、気持ち良く効いてきます。
自然と一体となる感覚。心も身体も癒された体験でした。

体験の
お問い合わせは

あなたに合わせたプログラムをご紹介します

へ！

https://seamon.info/

( 年中無休 9 時～17 時まで )

0558-22-5255

無料
海洋浴の郷「伊豆・下田」
美しい自然や景観に囲まれ、豊富な温泉、美味しい地場
食材にも恵まれている下田は、「健康・元気・癒し」の
素材に溢れています。下田は、あなたの元気や健康の
回復を目指す「タウン・セラピー」を提供しています。

し癒
験体
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