
＜モデルコース首都圏中京圏より１泊＞徳川家康公と静岡新名所
発地8:00-9:00

12:00到着 13:00出発  13:40到着  14:40出発

 

                                                   

 15:00到着  16:00出発   16:30到着

翌日 ホテル 8:30出発

  8:45到着 10:30出発 11:45到着  12:20出発

  13:10到着  14:30出発 15:30到着 16:40出発

     　　　　　　　　　東京 19:30-20:30到着予定

♡施設名 住所 電話番号 営業時間

①清見寺 静岡県静岡市清水区興津清見寺町４１８−１ 054-369-0028 8:00ｰ16:30

②久能山東照宮 静岡県静岡市駿河区根古屋３９０ 054-237-2438 9:00-17:00

③日本平ロープウェイ駅売店たいらぎ静岡県静岡市清水区草薙597-8 054-334-2828 9:30-17:00

④日本平夢テラス 静岡県静岡市清水区草薙600-1 054-340-1172 展望回廊は終日入場

⑤静岡市（スルガ企画観光局） 静岡市葵区日出町1-2 TOKAI日出町ビル9階 054-251-5880　 8:30～17:15土日祝休み

⑥浅間神社 静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町１０２−１ 054-245-1820 9:00-17:00

⑦静波サーフスタジアム 静岡県牧之原市静波２２２０ 11:00-16:00

⑧静波リゾートスウィングビーチ 静岡県牧之原市静波2228-43 0548-22-1717 11:30ｰ14:00ﾗﾝﾁ

⑨玉露の里 静岡県藤枝市岡部町新舟１２１４−３ 054-668-0019 9:00-17:00

☆営業時間は変更となる場合があります。ご確認の上お出掛けください

①清見寺

奈良時代に創建された東海

道屈指の名刹。国の名勝に

指定されている庭園、家康

公が接ぎ木したといわれる

臥龍梅のほか、梵鐘・山

門・書画が有名です。

⑥浅間神社
家康公が元服式を行った神

社: 古くから駿河国総社とし

て、広く信仰されてきまし

た。徳川幕府の直営工事で

60年かけて造営された総漆

塗り極彩色の豪壮華麗な社

殿群は、すべて国の重要文

化財に指定されており、そ

の数はなんと26棟

⑦静波サーフスタジアム
日本とアメリカのオリンピッ

ク代表チームが合宿を行った

ことで、世界的に注目を集め

ている静岡県牧之原市に完成

した人工サーフィン施設です。

見学無料

⑧静波リゾート

スウィングビーチ

サーフスタジアムから徒歩１

分。ここの自慢はフレンチ料

理 一流レストラン、ハイク

ラスホテルで腕を磨いたシェ

フの至極の逸品をリーゾナブ

ルにお楽しみください。

⑨玉露の里
プレミアム茶葉「玉露」を使っ

た和のお茶文化を世界に発信す

る和のテーマパーク。

お茶を飲みながら和菓子

を召し上がり静岡の旅

の締めくくりを！

表示時刻はあくまで目安です。

②久能山東照宮
徳川家康公を祀る日本で

最初の東照宮で、建築史

上特筆される絢爛豪華な

社殿は国宝に指定されて

います。1159段の石段か

らの風光明媚な景観は必

見です。

③日本平ロープ

ウェイ駅売

「たいらぎ」
2021年４月日本平

パークセンターが

「たいらぎ」として

生まれ変わりました。

蛇口をひねるとみか

んジュースが出てく

る「蛇口みかん」と

家康公「へそ餅」が

人気です。

④日本平夢テラス
富士山、南アルプス、伊

豆半島、御前崎、駿河湾

を望む風景は至福の絶景

ポイント。

⑤静岡市内（泊）
静岡市には日本で最も

深い湾「駿河湾」があ

り、さらに太平洋には

寒流と暖流が交わる潮

目が存在するため豊か

な漁場となっています。

その暖流と南アルプス

が

暖かい静岡の理由でも

あるのです。



＜モデルコース中京圏より１泊＞頼朝公三社めぐりと「鎌倉殿の１３人」ゆかりの地
名古屋  9:00出発  

13:00到着 14:00出発   14:40到着  15:20出発

 

                                                   

 16:00到着 16:40 出発 17:00到着

翌日 ホテル 9:00出発

  9:40到着 10:30出発 11:00到着 13:00出発

  13:30到着 14:00出発 15:10到着 　15:40出発

    　　　　　　　　名古屋 18:00到着予定

♡施設名 住所 電話番号 営業時間

①箱根神社（九頭竜神社） 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根８０−１  0460-83-7123 24時間

②伊豆山神社 神奈川県足柄下郡箱根町箱根１６７  0460-83-7511 10:00-16:00

③走り湯 静岡県田方郡函南町桑原1400-20  0557-81-6895 8:50-16:50

④熱海駅 静岡県熱海市田原本町１１−１１ 24時間

⑤三島大社 静岡県三島市大宮町２丁目１−５ 055-975-0172

⑥伊豆の国市観光協会 静岡県伊豆の国市古奈２５５ 055-948-0304 9:00-16:00

⑦伊豆 村の駅＆たまごや 静岡県三島市安久３２２−１ 0120-54-0831 9:00-17:00

⑧新東名静岡サービスエリア 静岡県静岡市葵区飯間１２５８  054-295-9211 ２４時間

☆営業時間は変更となる場合があります。ご確認の上お出掛けください

②伊豆山神社

源頼朝が源氏の再興を祈願したこ

とから、源氏の守護神として知ら

れ、また、その頼朝と北条政子が

この場所で忍び逢い結ばれたこと

から、縁結びの神様としても親し

まれています。

③走り湯
山中から湧き出した湯が海岸

に飛ぶように走り落ちる様か

ら「走り湯」と名付けられま

した。

「伊豆の国山の南に出づる湯

の早きは神のしるしなりけ

り」は鎌倉幕府三代将軍源実

朝が走り湯を詠んだ歌と言わ

れています。

④熱海温泉（泊）
様々なテレビ番組で話題の熱海、熱海プリン走り

湯、アーケード商店街、駅ビル ラスカ、足湯など

話題は尽きません。

①箱根神社（九頭竜神社）

箱根神社. 関東総鎮守箱根権現とし

て古くから親しまれ、開運厄除・

心願成就・勝運守護・交通安全・

縁結びに御神徳の高い神様として

信仰を集める神社です。

⑦伊豆村の駅＆たまごや
伊豆の産直物が集まる活気あ

ふれるお土産店です。

併設のTAMAGOYAのエッグタ

ルトは大人気。

パンケーキは行列必至です。

⑤三島大社
三島大社は源頼朝が源氏再

興を祈願した社・伊豆最強

のパワースポットと言われ

ています。

⑧新東名静岡サービスエリア
静岡のお土産ならお任せください。

するがラスク、富士山バウムクーヘ

ンうなぎパイなど豊富な品ぞろいで

す。また清潔なトイレが完備されて

います。

③韮山「鎌倉殿の１３

人」大河ドラマ館・北条の

里・蛭ケ小島公園
大河ドラマゆかりの場所です。

旗挙げする34歳までの20年間を

この地で過ごしたとされます。

北条政子、大河ドラマ主人公北

条義時ゆかりの地が点在してい

ます。

表示時刻はあくまで目安です。



  　＜モデルコース首都圏より日帰り＞久能山東照宮と伊豆の国市「鎌倉殿の１３人」
    東京 7:00出発  

 11:00到着   12:00出発 日本平ロープウェイ乗車   12:30出発

 

                                                   

 13:50到着 15:30出発

  16:00到着 17:00出発

  　　　　　　　　　　　　　　　   東京 20:00到着予定

♡施設名 住所 電話番号 営業時間

①久能山東照宮 静岡県静岡市駿河区根古屋３９０  054-237-2438 9:00-17:00

②日本平ロープウェイ駅売店「たいらぎ」静岡県静岡市清水区草薙597-8  054-237-2438 9:30-17:00

③伊豆の国市観光協会 静岡県伊豆の国市古奈２５５  055-948-0304 9:00-16:00

④三島大社 静岡県三島市大宮町２丁目１−５  055-975-0172 8:30-16:00

☆営業時間は変更となる場合があります。ご確認の上お出掛けください

③韮山駅「鎌倉殿の１３人」大河ドラ

マ館・北条の里・蛭ケ小島公園
大河ドラマゆかりの場所です。旗挙げする34

歳までの20年間をこの地で過ごしたとされま

す。

北条政子、大河ドラマ主人公北条義時ゆかりの

地が点在しています。

①久能山東照宮
徳川家康公を祀る日本で

最初の東照宮で、建築史

上特筆される絢爛豪華な

社殿は国宝に指定されて

います。1159段の石段か

らの風光明媚な景観は必

見です。

②日本平ロープウェイ

駅売店たいらぎ
2021年４月日本平パークセ

ンターが「たいらぎ」とし

て生まれ変わりました。蛇

口をひねるとみかんジュー

スが出てくる「蛇口みか

ん」と家康公「へそ餅」が

人気です。

表示時刻はあくまで目安です。

④三島大社
三島大社は源頼朝が源氏再興を祈願し

た社・伊豆最強のパワースポットと言

われています。また富士山の伏流水が

豊富な町としても知られ源兵衛川(げ

んべえがわ)が市民の憩いの場として

親しまれています。



＜モデルコース首都圏より１泊＞「鎌倉殿の１３人 」から「どうする家康」へ
東京   8:00出発  

12:00到着 13:00出発  13:40到着  14:20出発

 

                                                   

 15:00到着 15:40 出発 16:30到着

翌日 ホテル 8:30出発

  8:45到着 10:30出発 11:45到着 13:00到着

  13:10到着 15:10到着      15:40出発

     東京 19:00到着予定

♡施設名 住所 電話番号 営業時間

①箱根神社（九頭竜神社） 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根８０−１ 0460-83-7123 24時間

②伊豆山神社 神奈川県足柄下郡箱根町箱根１６７ 0460-83-7511 10:00-16:00

③走り湯 静岡県田方郡函南町桑原1400-20 0557-81-6895 8:50-16:50

④伊豆長岡温泉（伊豆の国市観光協会）静岡県伊豆の国市古奈２５５ 055-948-0304 9:00-16:00

⑤伊豆の国市観光協会 静岡県伊豆の国市古奈２５５ 055-948-0304 9:00-16:00

⑥久能山東照宮 静岡県静岡市駿河区根古屋３９０ 054-237-2438 9:00-17:00

⑦日本平ロープウェイ駅売店たいらぎ静岡県静岡市清水区草薙597-8 054-334-2828 9:30-17:00

☆営業時間は変更となる場合があります。ご確認の上お出掛けください

②伊豆山神社

源頼朝が源氏の再興を祈願したこ

とから、源氏の守護神として知ら

れ、また、その頼朝と北条政子が

この場所で忍び逢い結ばれたこと

から、縁結びの神様としても親し

まれています。

③走り湯
山中から湧き出した湯が海岸

に飛ぶように走り落ちる様か

ら「走り湯」と名付けられま

した。

「伊豆の国山の南に出づる湯

の早きは神のしるしなりけ

り」は鎌倉幕府三代将軍源実

朝が走り湯を詠んだ歌と言わ

れています。

④伊豆長岡温泉（泊）
長岡温泉 中央にある源氏山は伊豆長岡公園になっ

ており七福神巡りも出来ます。温泉まんじゅう

やいちごも有名です。

①箱根神社（九頭竜神社）

箱根神社. 関東総鎮守箱根権現とし

て古くから親しまれ、開運厄除・

心願成就・勝運守護・交通安全・

縁結びに御神徳の高い神様として

信仰を集める神社です。

⑤韮山駅周辺「鎌倉殿の１３

人」大河ドラマ館・北条の

里・蛭ケ小島公園
大河ドラマゆかりの場所です。旗挙

げする34歳までの20年間をこの地

で過ごしたとされます。

北条政子、大河ドラマ主人公北条義

時ゆかりの地が点在しています。

⑥久能山東照宮
徳川家康公を祀る日本で

最初の東照宮で、建築史

上特筆される絢爛豪華な

社殿は国宝に指定されて

います。1159段の石段か

らの風光明媚な景観は必

見です。

⑦日本平ロープウェイ

駅売店たいらぎ
2021年４月日本平パークセ

ンターが「たいらぎ」とし

て生まれ変わりました。蛇

口をひねるとみかんジュー

スが出てくる「蛇口みか

ん」と家康公「へそ餅」が

人気です。

⑧日本平夢テラス
富士山、南アルプス、伊豆半

島、御前崎、駿河湾を望む風

景は至福の絶景ポイント。ま

た北東方面には「鎌倉殿の１

３人」の一人梶原景時の終焉

最後の地「梶原山」も見えま

す。新国立競技場設計で有名

な隈研吾さん設計

表示時刻はあくまで目安です。


