
【コース１】

大河ドラマの舞台“ぶしのくに静岡県”の伊豆の国をめぐるコース



【コース１】 大河ドラマの舞台“ぶしのくに静岡県”の伊豆の国をめぐるコース

〇レンタサイクルで周るのがおすすめ！

伊豆の国レンタサイクル「狩野川ベロ」

伊豆の国市観光協会のレンタサイクル。ぶしのくに静岡県観光案内所ほか 2 ヶ所で各種自転車を貸し出し。

電話またはウェブで予約。当日空いていれば予約なしでもレンタル可能。

利用時間：10：00～16:00

貸出車種と料金：ファミリーサイクル・お子様用マウンテンバイク 500 円／日

電動アシストサイクル 1,000 円／日

注意事項：※乗り捨て不可。借りた場所に戻すこと。

※本人様確認証（免許証・保険証・パスポート）の提示が必要。

※各ステーションとも貸出台数が少ないので 2日前までに予約がおすすめ。

※サイクリングマップがもらえる。

【予約・問い合わせ先】

伊豆の国市観光協会

住 所：静岡県伊豆の国市古奈 255

電話番号：055-948-0304

U R L: https://izunotabi.com/cycle/form/

営業時間：10：00～15：30

地域 東部（伊豆の国市）

コース概要
「鎌倉殿の 13人」大河ドラマ館や北条家ゆかりの地などをめぐり、

富士山と韮山反射炉、2 つの世界遺産を眺める茶畑で、茶娘姿でお茶摘み体験。

対象 お茶ビギナー

ポイント

・大河ドラマ序盤の舞台、伊豆の国市で北条家や八重姫ゆかりの地をめぐる。

・富士山を望む茶畑で、老若男女問わず茶娘姿でお茶摘み体験。

・ほぼ平坦なコースで、レンタサイクル利用が便利。

＜レンタサイクル＞



コース詳細

START 伊豆箱根鉄道 韮山駅

▼

▼

▼

【鎌倉殿の 13 人 伊豆の国 大河ドラマ館（韮山時代劇場内）まで】 徒歩：４分

（400m）

鎌倉殿の 13 人 伊豆の国 大河ドラマ館（韮山時代劇場内）

オープン２ヶ月で来場者３万人突破！大河ドラマ「鎌倉殿の13人」メイキング映像の上映、ストーリーやキャスト紹

介パネル等の展示。

できること

①烏帽子をかぶって露天風呂シーンの登場人物になりきって記念撮影。

▼

▼

▼

【ぶしのくに静岡県観光案内所まで】 徒歩：１分

ぶしのくに静岡県観光案内所（韮山時代劇場）

レンタサイクルを借りて、周辺観光に役立つパンフレットも入手。

レンタサイクル利用の方はふじっぴーのピンバッジがもらえる特典付き。

※観光案内所の貸出台数：電動アシスト３台・ファミリー:２台・子ども用１台

▼

▼

▼

【願成就院まで】 自転車：５分（1.2km）

自家用車：５分 徒歩：15 分

願成就院

北条家の氏寺。北条時政が建立し、義時、泰時まで３代にわたり堂塔伽藍を造営。周囲を含め「旧願成就院跡」

として国指定史跡となっている。平安末期から鎌倉初期の大仏師、運慶作の仏像５体が国宝に指定されている。

できること

①国宝指定となった運慶作の５体の仏像（国宝）を拝観できる。

今年３月には阿弥陀如来坐像の光背、台座が復元されたばかり。

▼

▼

▼

【眞珠院まで】 自転車：２分（600m）

自家用車：３分 徒歩：７分



眞珠院

悲恋の末、近くの真珠ヶ淵（現在の古川）に入水したと伝えられている源頼朝の最初の妻、八重姫の供養堂があ

る。「はしごがあれば八重姫を助けられたのに」と、今でも八重姫御堂には小さなはしごが供えられる。

できること

①八重姫御堂左前の「願かけ石」へ願かけ。自分の歳の数だけ石をたたくと願い事が叶うと伝えられている。

▼

▼

▼

【蔵屋鳴沢まで】 自転車：12 分（2.5km）

自家用車：７分 徒歩：35分

蔵屋鳴沢

世界遺産「韮山反射炉」隣りにあるお茶屋。富士山と反射炉を眺める展望茶畑、物産館、お茶工場、クラフトビー

ル醸造所、炭火焼＆クラフトビールレストランが１ヶ所にあり、お茶摘体験やお茶にちなんだ食事、買物ができる。

できること

《茶畑》

〇「チャレンジ茶摘み体験」は、幼児から大人まで、男性も女性も茶娘姿でお茶摘み体験。

富士山と反射炉、２つの世界遺産と茶畑を撮影できるのはここだけ（お天気により）。

姉さんかぶりに使った手ぬぐいはお土産にできる。

〇富士山を一望できる茶畑にある「畳の完全予約席」で、お茶をテーマにした茶摘みシーズン限定お弁当「青空

CHAZEN」を味わう特別な体験ができる。※HP で詳細を確認のうえ前日 15時までに予約を！

《物産館》

〇新茶の試飲販売やお茶を使ったソフトクリームが楽しめる。

〇クラフトビール「反射炉ビヤ」は、ビールの個性を歴史上の人物に重ね合わせて命名したものも。

《レストラン》

〇自社のお茶を使った「抹茶うどん」と「ほうじ茶うどん」は、北条家家紋「ミツウロコ」の焼き印入りお揚げなど季節によ

り様々なバージョンで登場。

〇「お茶屋さんの抹茶ラテ」や「お茶屋さんの抹茶アフォガード」は今春新作デザート。

▼

▼

▼

【蛭ヶ島公園まで】 自転車：12 分（2.4km）

自家用車：５分 徒歩：35分

蛭ヶ島公園

伊豆に流罪になった源頼朝が挙兵までの 20年間を過ごした地。現在は公園となっており、富士山に向かって立

つ頼朝と政子の像「蛭ヶ島の夫婦（ふたり）」を見ることができる。

できること

①「頼朝＆政子の後ろ姿と富士山」の写真撮影（お天気により）。

②公園散策。無料休憩所「蛭ヶ島茶屋」があり、無料のお茶サービスや軽食など楽しめる。



各店情報

▼

▼

▼

【ぶしのくに静岡県観光案内所まで】 自転車：３分（600m）

自家用車：２分 徒歩：８分

GOAL ぶしのくに静岡県観光案内所（韮山時代劇場）

レンタサイクルの返却

地域：東部 新茶フェア：エントリー外 種別：観光施設

施設・店舗名 鎌倉殿の 13人 伊豆の国 大河ドラマ館（韮山時代劇場内）

住所 〒410-2123 静岡県伊豆の国市四日町 772

定休日 毎月第１水曜日（５月、８月、令和５年１月は無休）

駐車場 あり（線路側・西側・東側駐車場 バス 2台、普通車 180台）

営業時間 9：00～17：00(最終入館は 16：30)

電話 055-949-8606

ホームページ https://izunokuni-taigadramakan.jp/

内容

市内ロケを中心にしたメイキング映像の上映、ストーリーやキャスト紹介、衣装や小道

具の展示などがある。大河ドラマ館がある韮山時代劇場内では、特別企画展「義時の

里」を同時開催。同時代の出土品などが見られる。

入場料：一般 400 円 小人(中学生以下)100 円

予約 不要

画像データ

＜大河ドラマ館＞ ＜大河ドラマ館内＞



地域：東部 新茶フェア：エントリー外 種別：寺院

施設・店舗名 願成就院

住所 〒410-2122 静岡県伊豆の国市寺家 83-1

休館日 火・水曜日（祝日の場合は開館） ※他休館日あり、HP 要確認。

駐車場 あり（バス 3台、乗用車約 20台）

営業時間 10：00～16：00 （最終受付 15：30）

電話 055-949-7676

ホームページ https://ganjoujuin.jp/

内容

鎌倉時代の初めの文治5年（1189年）に、源頼朝の奥州藤原征討の戦勝を祈願して、

北条政子の父である北条時政が建立した。阿彌陀如来を本尊とする高野山真言宗の寺。

北条家の氏寺で、北条時政の墓がある。阿彌陀如来坐像など、運慶作の 5躯（く）の仏像

が国宝に指定されている。

拝観料：大人 700 円 中高生 400 円 小学生 200円

画像データ

＜願成就院＞ ＜北条時政の墓所＞



地域：東部 新茶フェア：エントリー外 種別：寺院

施設・店舗名 眞珠院（八重姫の供養堂）

住所 〒410-2121 静岡県伊豆の国市中條 145-2

定休日 -

駐車場 あり（5～6台）

営業時間 9：00～17：00

電話 055-949-3544

ホームページ -

内容

源頼朝が北条政子と出会う前に一児をもうけていた八重姫。ドラマでは、頼朝と政子が

結ばれた後に北条家で働くことになるが、史実では二人の仲を知って、真珠ヶ淵（現在の

古川）に身を投げたという。川の側にある眞珠院には供養堂「八重姫御堂」があり、“梯子が

あれば助けられた”という里の人の思いから、小さな梯子が奉納されている。

八重姫御堂左前の「願かけ石」へ願かけ。自分の歳の数だけ石をたたくと願い事が叶う

と伝えられている。

画像データ

＜八重姫御堂内部＞

＜八重姫御堂と願かけ石＞



地域：東部 新茶フェア：パートナー店 種別：観光施設

施設・店舗名 蔵屋鳴沢

住所 〒410-2113 静岡県伊豆の国市中 272-１

定休日 なし

駐車場 あり

営業時間

「反射炉物産館たんなん」9:00～17:00

「反射炉ビヤ レストランほむら」11:00～15：00（１週間前までに 15 名以上の予約の場合 22

時まで営業）

＜４月 16日～６月 30日＞

・「チャレンジ茶摘み体験」（前日 12:00 までに予約）

平日 11時・13 時の 2回、土日祝 10時・11 時・13 時・14 時の 4回

・「青空 CHAZEN」（前日 14:30 までに予約、予約は電話のみ）

電話 055-949-1208（受付 9：00～17:00 ※プログラムによって受付時間異なる）

ホームページ https://www.kuraya-narusawa.co.jp

内容

《茶畑》

〇「チャレンジ茶摘み体験」は、幼児から大人まで、男性も女性も茶娘姿でお茶摘み。富士山

と反射炉、2つの世界遺産と茶畑を撮影できるのはここだけ（お天気により）。姉さんかぶりに

使った手ぬぐいはお土産にできる。

〇富士山を一望できる茶畑にある「畳の完全予約席」で、お茶をテーマにした茶摘みシーズン

限定お弁当「青空 CHAZEN」を味わう特別な体験ができる。

《反射炉物産館》

〇新茶の試飲販売やお茶を使ったソフトクリームが楽しめる。

〇クラフトビール「反射炉ビヤ」は、ビールの個性を歴史上の人物に重ね合わせて命名したも

のも。「義時」「頼朝」「政子」など、イメージしながら味わいたい。

《反射炉ビヤ レストランほむら》

〇自社のお茶を使った「抹茶うどん」と「ほうじ茶うどん」は、北条家家紋「ミツウロコ」の焼き印

入りお揚げなど季節により様々なバージョンで登場。

〇「お茶屋さんの抹茶ラテ」や「お茶屋さんの抹茶アフォガード」は今春新作デザート。

「青空 CHAZEN」の「詳細

提供期間：４月 16日～６月 30日

予約可能日：来店の前日 14：30 まで

予約方法：電話のみ 055-949-1208（毎日 9:30～17:30 受付）

※すでにお茶摘み体験をご予約いただいている場合、その旨を伝える。

予約可能数：1日最大 48食/16 席（1 席最大 3名様まで）

キャンセル可能日：来店の前日 14：30 まで



料 金：・青空 CHAZEN（お弁当＋畳席のみ）・・1,500 円税込

・青空 CHAZEN＋茶摘み体験・・1,500 円+茶摘み体験料（4,5 月 1,800 円税込／お

茶の葉の天ぷらと煎茶付き）

＜諸注意＞

・畳席は 1～3名様で１つのお席です。他グループ様との相席はございません。

・畳席のみのご予約はできません。

・悪天候（雨、暴風等）の場合はレストランほむら店内にお席をご用意いたします。

また悪天候の場合は、当日内にお召し上がりいただくことを前提にお持ち帰りも可能です。

・当日のキャンセルはいたしかねます。

・茶畑の畳席は日陰がございませんので、暑さと UV 対策等をお願いいたします。

予約 可

画像データ

＜反射炉物産館＞ ＜チャレンジ茶摘み体験＞

＜青空CHAZEN＞ ＜お茶うどん（抹茶・ほうじ茶）＞



地域：東部 新茶フェア：エントリー外 種別：公園

施設・店舗名 蛭ヶ島公園

住所 静岡県伊豆の国市四日町 17-1

定休日 -

駐車場 あり

営業時間 -

電話 -

ホームページ https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/tosikei/shisetsu/kouen/018.html

内容

伊豆に流罪になった源頼朝が挙兵までの 20年間をすごした地。現在は公園となってお

り、富士山に向かって立つ頼朝と北条政子の像「蛭ヶ島の夫婦（ふたり）」を見ることができ

る。

無料休憩所「蛭ヶ島茶屋」があり、無料のお茶サービスや軽食など楽しめる。

備考

＜蛭ヶ島茶屋＞

電話番号：055-949-5582

営業時間：9：00～16：00（季節により変動あり）

休業日：不定休

画像データ

＜蛭ヶ島公園＞



プラスしてもっと楽しむ 寄り道スポット

・道の駅 伊豆ゲートウェイ函南（パートナー店）

沼津御用邸記念公園で定期開催中の「御用邸の玉露体験」出張体験イベント。日本三大玉露の産地・藤枝市

朝比奈地区の玉露名人・前島東平氏が日本茶の旨味を極限まで追求した至高の玉露を、当日限り、道の駅でお

楽しみいただけます。物産販売所「いずもん」で新茶販売。

提 供 日：5月 1日 10：00～15：00

料 金：1,000 円

住 所：〒419-0124 静岡県田方郡函南町塚本 887-1

定 休 日：なし

駐 車 場：あり

営業時間：「物産販売所いずもん」9:00～18:00／「観光案内所」9:00～18:00

「コンビニ」24 時間営業 ※その他ショップは、各ショップで営業時間は異なる

電 話：055-979-1112

ホームページ：https://www.izugateway.com/

・北条政子産湯之井戸

所在地：伊豆の国市寺家 23-1

北条政子がこの地に誕生した時に、産湯の水をとったのがこの井戸と伝えられている。かつては妊婦がこの井戸

の水を飲んで安産を祈願するという信仰があった。※現在は飲めません。

＜玉露体験＞

＜北条政子産湯之井戸＞



モデルコース一覧

①大河ドラマの舞台“ぶしのくに静岡県”の伊豆の国をめぐるコース（東部：伊豆の国市）

②沼津茶の礎を築いた郷土の偉人・江原素六を知るコース（東部：沼津市）

③大迫力の富士山とお茶を楽しむコース（東部：富士市・富士宮市）

④徳川家康が愛した静岡茶をめぐるコース（中部・静岡市）

⑤お茶の香ただよう茶問屋街、茶町界隈ぶらり散歩コース（中部・静岡市）

⑥ちゃっきりぶしと清水港から海を越えた静岡茶コース（中部：静岡市）

⑦新しくなったとんがり屋根と新茶香る藤枝茶町コース（中部：藤枝市）

⑧日本三大玉露産地・岡部で和の風情を味わうコース（中部：藤枝市）

⑨出発進行！川根路をお茶で旅するコース（中部：島田市・川根本町）

⑩牧之原台地で「茶の都しずおか」を見る、知る、味わうコース（中部：島田市・牧之原市・菊川市）

⑪e バイクで海へ茶畑へ「御前崎つゆひかりカフェ」めぐり（西部：御前崎市）

⑫お茶摘み・絶景・茶スイーツ！掛川茶まるごと楽しむ２日間コース（西部：掛川市）

⑬遠州森町で茶縁結び！お茶屋めぐりと小國神社お参りコース（西部：周智郡森町）

⑭遠州三山と門前のお茶めぐりコース（西部：袋井市）

⑮天竜・浜松こだわりのお茶めぐりドライブコース（西部：浜松市）

※その他のコースの詳細については世界お茶まつり 2022 公式ホームページにて御確認ください。


