
みりょくある関東の地域鉄道

「春のおすすめスポット・イベント情報」
‟地域鉄道沿線から行ける“

各社とも車内換気、除菌・抗菌
やお客様へのマスク着用のお願い、
社員のマスク着用、イベント開催
時には間隔を空けたり、検温等を
実施するなど、安心してご利用い
ただけるようコロナ対策に取り組
んでおります。
また、ご利用される皆さまにも

コロナ感染拡大防止にご協力をお
願いします。※イベント開催等について、コロナの影響により変更される場合もありますので、詳しくは各社ＨＰ等でご確認ください。
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関東鉄道から皆さまへ
茨城県内で都心から最も近いローカル線。エンジン音が響く気動車の車窓

から望む筑波山とのどかな田園風景は、初めて訪れた方の心も懐かしくさせ
ます。新型車両から、昭和を感じさせる「エモい通勤型気動車」、つり革に
コロッケ！？竜ヶ崎線の「まいりゅう号」など、個性豊かな気動車たちも魅力。
ご乗車や各駅散策等でご利用いただく際は、お得な切符をご準備しております
ので、有人駅でお問い合わせください。

○おすすめのスポット
・５月：鬼怒川・小貝川サイクリングロード
６月：大宝八幡宮のあじさい
常総線水海道駅から大田郷駅間及び竜ヶ崎線全線ではサイクルトレインを運行中！
いつものあなたの自転車で、ちょっと気になるスポットへ出かけてみませんか？

(大宝八幡宮へは、常総線大宝駅から徒歩３分)

・竜ヶ崎線竜ヶ崎駅展示スペースでは
開業120周年に合わせ、地元の高校生たちが調べた「竜鉄の歴史を探る」企画展を
開催中！竜ヶ崎線の愛称である「竜鉄」、120周年に及ぶ長い歴史を知っていただ
くきっかけになれば幸いです。 (竜ヶ崎駅コンコース)

○おすすめのイベント
・常総線乗車会・撮影会他、様々なイベント企画中！
毎回趣向を凝らした内容とし、お客様から「関鉄流おもてなし」と言われる
こともあります。開催の際は、当社または関鉄観光HPで告知しています。

・関鉄ビール列車
車内でビールが飲み放題！車窓から田園風景を眺めながらの一杯は格別です。
コロナ対策も万全に実施しており、安心してお楽しみいただけます。

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：「常総線一日フリーきっぷ」
販 売 場 所：有人駅窓口
価 格：大人 1,500円 小人 750円

きっぷ名称：「竜鉄コロッケ☆フリーきっぷ」
販 売 場 所：竜ヶ崎駅、佐貫駅、

龍ケ崎観光物産センター
価 格：500円（小児設定なし）

関東鉄道 鹿島臨海鉄道

鹿島臨海鉄道から皆さまへ
大洗鹿島線沿線は、海の幸、山の幸を楽しめるところです。これからの時期、

春風を感じながら大洗の海辺を散策するのも気持ちよいです。
また、涸沼や北浦湖畔をサイクリングするのも楽しいです。

○おすすめのスポット
・北浦湖畔駅のホームからは、
北浦という湖が一望できます。眺望は大洗鹿島線の駅でナンバーワンです。
列車が山中の切り通しから田園と北浦が広がる景色に出てきた時は、開放感と
ともに日本的風景の美しさに触れることができます。

https://twitter.com/rintetsu_karin/status/1260070570655248384
特に夕日の時間は、田園が夕日を反射し、とても綺麗です。

https://twitter.com/rintetsu_karin/status/1266898104826990592
(北浦湖畔駅)

・大洗町「神磯の鳥居」
神磯の鳥居（海上の岩の上に鳥居）から昇る初日の出はとても有名です。

(大洗駅から大洗町循環バス「海遊号」で約16分)
(大洗駅及び隣の「うみまちテラス」でレンタサイクルがございます。）

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：「ねんりんキップ」
販 売 場 所：大洗駅ほか
価 格：1,500円

ひたちなか海浜鉄道

○おすすめのスポット
・国営ひたち海浜公園（阿字ヶ浦駅からバスで約10分）
国営ひたち海浜公園では、四季を通じて色鮮やかな風景が迎えてくれます。
４月～５月上旬にかけて、ネモフィラが見頃を迎えます。それに合わせて、
湊線阿字ヶ浦駅から公園海浜口への無料シャトルバスを運行します（4/10～5/9）。

・那珂湊おさかな市場
新鮮な旬の魚介類に舌鼓！（那珂湊駅から徒歩約10分）

○便利でお得なきっぷ情報
・湊線１日フリー切符：大人 600円、小児 300円（期間限定価格）
・国営ひたち海浜公園入園券付き湊線１日フリー切符：

大人 1,000円、シルバー900円（期間限定価格）
詳細はHPをご覧ください。http://www.hitachinaka-rail.co.jp/



○おすすめのイベント
・４/23日（金）新緑の龍王峡ハイキング 参加費無料
集合場所：川治湯元駅
集合時間：９時00分(特急リバティ会津101号のご利用がお勧めです。)
距離：約8Km
森林浴を楽しめるハイキングです。途中の浜子橋やむささび橋、大観からの
眺望は大迫力です。

・5/21（金）塩原温泉妙雲寺のぼたんまつり見学ハイキング
参加費無料。別途、路線バス運賃往復400円・妙雲寺入場料400円が掛かります。
集合場所：上三依塩原温泉口駅、距離：約4Km
集合時間：９時15分(特急リバティ会津101号のご利用がお勧めです。)
妙雲寺では3,000株の艶やかな牡丹が咲き誇ります。色とりどりの鮮やかな
大輪の花は必見です。

・６/4日（金）葛老山へ登ろう！かっぱ七福神めぐりハイキング
集合場所：湯西川温泉駅、距離：約6Km
集合時間：９時00分（特急リバティ会津101号のご利用がお勧めです。）
健脚者向けの登山コースです。登山途中での五十里湖や湯西川ダムの眺望は
絶景です。かっぱ七福神も見どころです。

・高清水公園ひめさゆりハイキングツアー
参加費：有料、実施時期：6月下旬頃、集合場所：会津高原尾瀬口駅
距離：約5ｋｍ、詳しくは野岩鉄道HPからご確認下さい。

真岡鐵道から皆さまへ
春爛漫から新緑の季節にかけて沿線が色づく真岡鐵道。暖かくなり春は

桜並木と菜の花など沿線各地に花が咲き、５月頭からは木々たちが夏に向けて
若葉をつけ始めます。そんな真岡鐵道をさらに色づける真っ黒な力強いＳＬ。
春、初夏の陽気を楽しみつつ、ＳＬの息吹を感じることができます。乗って
楽しい、見て楽しいそんな真岡鐵道にぜひお越しください。
https://www.moka-railway.co.jp/

○おすすめのスポット

・北真岡ー西田井間
菜の花と桜並木 (北真岡駅徒歩0分)

・城山公園（茂木町）
春には桜、秋には彼岸花、芝生広場や遊具もあります。

(茂木駅から徒歩約15分)

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：「野岩鉄道・たかつえゴルフenjoyきっぷ」
販 売 場 所：野岩鉄道有人駅、野岩鉄道車掌
価 格：大人 1,540円 小児 780円

きっぷ名称：「得と水生植物園入園券込み割引切符」
「上三依水生植物園へ行こう割引切符」

販 売 場 所：東武日光駅ツーリストセンター、
鬼怒川温泉ルーリストセンター

価 格：野岩鉄道のHPよりご確認ください。

真岡鐵道

○お気に入りスポット

・キューロク館
49671とD51146とC1266が並ぶ

野岩鉄道

野岩鉄道から皆さまへ
大自然に囲まれた会津鬼怒川線の春は、新緑に覆われた爽やかな風の中、

ハイキングを楽しめる他、各地の河川敷や遊歩道で桜を観賞できます。また、
3月になると男鹿川や箒川では解禁を迎え魚釣りを楽しむこともできます。
自然を満喫した後は、温泉に浸かり日常の疲れを癒すのもお勧めです。
会津鬼怒川線の乗車には『野岩鉄道会津鬼怒川線フリーきっぷ』がお勧めです。

ぜひ、新緑の会津鬼怒川線沿線を楽しんでください。

○おすすめのスポット
・川治温泉道祖神
川治温泉のパワースポットとしても知られており、道祖神を巡るスタンプ
ラリーも楽しむ事ができます。6つのスタンプすべてを集めると、“かわじい”
の開運お守りを貰えます。約1時間30分ほどで、川治温泉郷を巡ることが
できるのでお勧めです。スタンプラリーの後には「薬師の湯」や川治ふれあい
公園側にある「かわじいの湯」（足湯）に浸かるのもお勧めです。
スタンプラリー台紙など詳しくはhttp://www.nikko-kankou.org/event/1269/

（最寄駅：川治温泉駅及び川治湯元駅）

・上三依水生植物園
敷地面積約2万2千平方メートルの広大な園内に約300種、3万本の草花が植え
られています。特に６月上旬頃には天空に一番近い花と呼ばれるヒマラヤの青
いケシを見る事ができます。天上の妖精とも称され栽培が難しい事から幻の花
とも呼ばれています。http://www.yamasyokubutu.co.jp/index.html

（上三依塩原温泉口駅から徒歩7分）
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わたらせ渓谷鐵道ಖᇁậᑪᰑᇁ

○おすすめのスポット
・黒保根運動公園 4月上旬
駅に隣接する公園に約300本のカワヅザクラやソメイヨシノが咲き誇り、
花見の名所として親しまれています。 （水沼駅下車徒歩1分）

・神戸駅花桃 3月下旬～4月中旬
約300本の花桃に囲まれる「花桃の駅」として多くの人に親しまれて
います。 （神戸駅下車徒歩0分）

・小夜戸・大畑花桃街道
約2㎞にわたり、紅白1,500本もの花桃が咲き誇る「花桃街道」として
親しまれています。 （花輪駅下車徒歩15分）

・花の渡良瀬公園
渡良瀬川沿いにある公園で遊歩道も整備され、シーズンには花見の
スポットとして賑わいます。 （足尾駅下車徒歩3分）

わたらせ渓谷鐵道から皆さまへ
「ノスタルジー」という言葉が似合う、群馬県の桐生駅～栃木県の間藤駅を結ぶ

44.1キロのローカル鉄道です。渡良瀬川に沿って走り、車窓からは四季折々の絶景を
楽しむことができます。４月上旬には、沿線を彩る桜と花桃が見頃となり、花のトンネル
で列車を迎えます。名物のトロッコ列車「わたらせ渓谷号」と「わっしー号」は土日祝日
を中心に運転します。定員制のため、事前予約がオススメ。乗車には、乗車券とトロッコ
整理券（大人520円、小学生260円）が必要です。

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：一日フリーきっぷ
販 売 場 所：桐生・相老・大間々・通洞・足尾の各駅、

JTB各支店、東武トップツアーズ各支店
日本旅行各支店、近畿日本ツーリスト各支店

価 格：大人 1,880円 小児（小学生） 940円

ᑪᰑᇁ 上毛電気鉄道

○おすすめのスポット
・大胡電車庫・デハ101（昭和3年・川崎重工製）
開業当時からの建築物の中にデハ101・デハ104（保存車両）が
収まっている風景は圧巻のものがあります。通年見学が可能です。
見学時間：13：00～15：00
要予約：上毛電気鉄道総務部 ℡027-231-3597 入場料：180円

（大胡駅から徒歩1分）

・桐生新町重要伝統的建造物群保存地区
桐生市が絹織物で栄えていた時期に建てられた建物が数多く残る古き良き
時代そのままの街並みが保存されております。 （西桐生駅から徒歩10分）

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：赤城南麓１日フリー切符
販 売 場 所：中央前橋駅、大胡駅、赤城駅、

西桐生駅、営業課
価 格：大人 1,300円 小人 650円

ᑪᰑᇁ上信電鉄

上信電鉄から皆さまへ
上信電鉄は高崎と「ねぎとこんにゃく」で有名な下仁田を結ぶ路線です。

世界遺産に登録された「上野三碑」、「富岡製糸場」、「荒船風穴」と歴史
の魅力が詰まった路線になっており、群馬のマスコットキャラクター
「ぐんまちゃん列車」をはじめ、「マンナンライフ」・「群馬サファリパー
ク」の車両など乗っても観ても楽しめる電車が数多くあります。ご乗車や各駅
散策等でご利用いただく際は、自由に乗り降り出来る「1日フリー乗車券」が
便利ですので、是非乗りに来てください。

○おすすめのスポット
・城下町小幡の桜並木と雄川堰
城下町小幡桜並木は、道の駅甘楽の東に位置し、５４本のソメイヨシノが植えられ
ている城下町小幡の玄関口。白壁の武家屋敷や養蚕農家群と、桜並木に沿って流れ
る日本名水１００選「雄川堰」が、江戸風情を醸し出しています。
また、近くには県内唯一の大名庭園「楽山園」があります。

（上州福島駅から徒歩約20分）

・世界遺産「富岡製糸場」
１８７２年（明治５）に、明治政府が主要輸出品である生糸の品質向上と増産の
ために、器械製糸技術を普及させる目的で設立した官営工場です。１９８７年
（昭和６２）に操業を停止するまで様々な技術開発を続け、蚕の優良品種の開発と
その普及も主導しました。また、和洋技術を混合した工場建築の代表とされ、創業
当初の主要な施設がほぼ現存しています。 （上州富岡駅から徒歩約15分）

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：「１日フリー乗車券」
販 売 場 所：高崎駅・吉井駅・上州福島駅・上州富岡駅・下仁田駅
価 格：大人 2,260円 小人 1,130円



銚子電気鉄道から皆さまへ
昭和の時代にタイムスリップしてみませんか！

○おすすめのスポット
・地球の丸く見える丘展望館
日本一早い日の出の街から、水平線に沈む夕日を眺める
・・・屋上の展望スペース（北総一高い標高約90ｍ）から見渡す景色はまさに絶景。
地球の丸く見える丘展望館は、北総地区（千葉県北東部）で一番高い愛宕山の頂上に
位置しています。屋上の展望スペースから見える風景に、“地球が丸い”という事を実感
できます。天気のいい日は、360度大パノラマで、富士山や筑波山を見ることができます。
また、東洋のドーバーとも言われている屏風ケ浦には、十数基もの風力発電風車を眺望
することができます。 （犬吠駅下車徒歩15分）

・犬吠埼灯台
世界の灯台100選、日本の灯台50選にも選ばれ、国の登録有形文化財にも登録された
第1等灯台です。 （犬吠駅下車徒歩7分）

֕ᗳᇁ銚子電気鉄道

流鉄

○おすすめイベント
・大正ロマン電車
【米津玄師さんの新曲「カムパネルラ」のMV
の舞台となった大正ロマン電車】2001号電車。
大正ロマン電車では、お客様に「古き良き日本」
の雰囲気を味わっていただけます。
定期列車として運行中です。
＊運転日については、お問合せ下さい。

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：銚子1日旅人パス
販 売 場 所：銚子観光協会、

銚子駅を除く有人駅、列車内
価 格：大人 1,000円 小児 500円
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○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：流山線一日フリー乗車券
販 売 場 所：全駅
価 格：大人 500円 小児 250円

小湊鐡道

○おすすめのスポット
・「粟又の滝・遊歩道」
養老渓谷での紅葉が楽しめます。（粟又の滝・遊歩道）

(アクセス：粟又の滝 養老渓谷駅からバスで25分 徒歩7キロ）

・トロッコ列車
開放感ある客車を機関車が牽引するトロッコ列車。
上総牛久駅～養老渓谷間は約１時間、五井駅～養老渓谷駅間は約２時間。
増槽の風を肌で感じられます。

○便利でお得なきっぷ情報
・きっぷ名称：一日フリー乗車券
販 売 場 所：有人駅
価 格：大人 1,840円

・きっぷ名称：房総横断記念乗車券
販 売 場 所：有人駅
価 格：1,730円

いすみ鉄道

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：「いすみ鉄道１日フリー乗車券」
販 売 場 所：大多喜駅、大原駅、列車内
価 格：平日用 おとな1,200円

こども 600円
土休日用 おとな1,500円

こども 750円

○おすすめイベント
・レストラン列車
伊勢海老やアワビなど外房の素材を使用した本格イタリアン
フルコースをお召し上がりいただくレストラン列車を週末に
実施しています。詳しくはHPをご確認ください。
https://isumirail.co.jp/

・ランタン列車
台湾集集線との姉妹提携7周年を記念して、列車内に台湾ランタン
を装飾して運行しています。幻想的な風景をぜひお楽しみください。



○おすすめのイベント
・100形車オリジナルグッズ好評発売中！
2021年3月に新発売 （箱根湯本駅・強羅駅・早雲山駅）

・あじさい電車
沿線に咲き誇るあじさいを登山電車の車窓からご覧いただけます。
（箱根湯本～強羅駅 乗車時間40分）

江ノ島電鉄から皆さまへ
いつもよりちょっと早起きして、空気の澄んだ「湘南・鎌倉」を散策しては

いかがでしょうか？特典満載の一日乗車券「のりおりくん」を片手にぜひお越
しください。またお車でお越しの際は「パーク＆レールライド」チケットもご
ざいます。詳しくは弊社HPをご覧ください。https://www.enoden.co.jp/

○おすすめのスポット
・「江の島シーキャンドル」
湘南のシンボル「江の島シーキャンドル」。海抜100ｍに位置する展望フロア
からの眺望は圧巻です。年間を通じて数々のイベントを行っております。
詳しくはHPをご確認ください。 https://enoshima-seacandle.com/

(江ノ電江ノ島駅から徒歩25分)

・鎌倉海浜公園「稲村ガ崎」
関東の富士見100選、かながわ景勝50選にも選ばれた「稲村ガ崎」。天気の
良い日は、雄大な富士山を背景に江の島を望むことができます。

(稲村ケ崎駅から徒歩5分)

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：トコトコきっぷ
販 売 場 所：箱根登山鉄道各駅（無人駅除く）

早雲山駅、小田急小田原駅
価 格：大人 1,570円 こども 790円

江ノ島電鉄 箱根登山鉄道

箱根登山鉄道から皆さまへ
ぜひ箱根フリーパスやトコトコきっぷを使用して、個性豊かな電車と心安らぐ

自然に会いにきてください。皆さまのお越しを笑顔でお迎えいたします！

○おすすめのスポット
・出山の鉄橋
塔ノ沢駅発車後通過。登録有形文化財として認定。

（箱根湯本駅より乗車約7分）

・スイッチバック
急な山をのぼるため、方向をかえながらジグザグに進む方法。
箱根湯本から強羅までの間、３回のスイッチバックを行います。

ቒࣴކᇁ

○おすすめイベント
・MIRRORBOWLER（ミラーボーラー）光アート
【予定】4月24日（土）～

5月9日（日）の毎日（夜間）
会場：江の島サムエル・コッキング苑 他
数百個のミラーボールを使用した光と反射
で空間を演出する屋外のイベント。

(江ノ電江ノ島駅から徒歩25分)

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：一日乗車券「のりおりくん」
販 売 場 所：各駅券売機及び有人窓口
価 格：大人 650円 小児 330円



伊豆箱根鉄道ቒࣴކᇁ

○便利でお得なきっぷ情報
大雄山線（小田原～大雄山間）が１日乗り降り自由で、
観光施設を巡ったりするのに便利でお得な乗車券です。
きっぷ名称：大雄山線１日フリー乗車券

「金太郎きっぷ」
販 売 場 所：大雄山線有人各駅にて販売中！
価 格：大人 560円（中学生以上）

小人 280円（小学生）

伊豆箱根鉄道から皆さまへ
「金太郎のふるさと」南足柄へ足をのばしてみませんか？

○おすすめのスポット
・登山気分で行ける天狗のパワースポット「大雄山最乗寺」
樹齢500年以上の杉並木が参道に鬱蒼と覆い茂り、広い境内の奥には、
約300段の階段があり、そのうえには奥の院。天狗と下駄の里として
有名で境内にも多くの下駄が奉納されています。

（大雄山駅からバスで10分）

秩父鉄道ܓ႗ᇁ

秩父鉄道から皆さまへ
秩父鉄道沿線の旬な情報なら秩父鉄道沿線情報誌「PALETTE」、
長瀞観光情報誌「いいあんばい」がおすすめ！秩父鉄道HPから
ご確認いただけます。

＜PALETTE＞https://www.chichibu-railway.co.jp/kankoevent/
＜いいあんばい＞https://www.chichibu-
railway.co.jp/nagatoro/iianbai.html

○おすすめのスポット
・長瀞ラインくだり
荒川を下る長瀞ラインくだりは、
時にゆったり、そして、夏は水量たっぷり
でスリル満点！深緑に囲まれた長瀞渓谷で、
気分もリフレッシュ！

（長瀞駅から徒歩1分）

・秩父羊山公園 芝桜の丘
秩父市と横瀬町にまたがる羊山公園では、
4月中旬から芝桜が見頃を迎えます。
広大な敷地を埋め尽くすかのような
花のじゅうたんにうっとりしてしまうかも。

（御花畑駅から徒歩20分）

○おすすめイベント
・SLパレオエクスプレス
2021年のSLパレオエクスプレスの運行は、事前予約による全席
指定席です。お客様自身で希望席を選択できる「秩父鉄道SL予約
システム」サービスをご利用ください。
SL乗車駅：熊谷駅、武川駅、寄居駅、長瀞駅、皆野駅、秩父駅、

御花畑駅、三峰口駅

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：秩父路遊々フリーきっぷ
販 売 場 所：秩父鉄道各駅
価 格：大人 1,600円 小児 800円

ഴᇁ富士急行

○おすすめのスポット
・～河口湖～富士山パノラマロープウェイ
富士五湖の一つ河口湖畔と富士山の絶景が望める
天上山公園を結ぶﾛｰﾌﾟｳｪｲです。
（富士急行線河口湖駅から徒歩約15分）

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：富士急特急フリーきっぷ(2日間有効)
販 売 場 所：大月駅、都留文科大学前駅、富士山駅、

富士急ハイランド駅、河口湖駅
価 格：大人 2,600円 小人 1,300円
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会津鉄道

会津鉄道から皆さまへ
目的地まで車窓から流れる景色を楽しんだり、列車旅行でしか味わえ

ない魅力が盛り沢山です。
土日祝日を中心に観光列車「お座トロ展望列車」も運行しています。
どうぞご利用ください。

○おすすめのスポット
・芦ノ牧温泉駅
国鉄時代の面影を今に残す木造の懐かしい駅舎とホームに入ってくる列車、
そして舞い散る桜がお楽しみいただけます。（４月下旬）
猫が働く駅としても有名です。らぶ駅長（猫）がお出迎えしてくれるかも
しれません。 （芦牧温泉駅から徒歩0分）

・湯野上温泉駅
全国でも珍しいかやぶき屋根の駅舎です。駅舎の隣には足湯もあり、
桜の季節には足湯に浸りながらホームに入ってくる列車、そして
舞い散る桜が同時に楽しむことができ、旅の疲れを癒してくれます。

（湯野上温泉駅から徒歩0分）

・大内宿
江戸時代に栄えた宿場町、現在も江戸時代の面影をそのまま残し、
約50軒の茅葺き民家が建ち並び、国の重要伝統的建造物群保存地区に
指定されています。 （湯野上温泉駅から猿游号バスで20分、タクシーで10分）

・塔のへつり
100万年にもわたる浸食と風化が生み出した奇岩が連なる景勝地。
国指定天然記念物に指定されています。 （塔のへつり駅から徒歩5分）

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：大内宿共通割引きっぷ
販 売 場 所：会津鉄道有人駅、車掌
価 格：大人 2,200円 小人 1,100円
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伊豆急行

○便利でお得なきっぷ情報
きっぷ名称：伊豆満喫フリーきっぷ
販 売 場 所：伊東駅みどりの窓口（改札外）
価 格：大人 1,900円 小人 950円

○おすすめのスポット
・大室山
標高５８０メートルの国指定天然記念物で、山頂まではリフトで約６分の
空中散歩をお楽しみください。山頂からは、富士山をはじめ南アルプス、
伊豆七島、房総半島まで見渡すことができます。

（伊豆高原駅から車(バス)で約15分）

・龍宮窟
洞窟を見下ろすとハート型の地形が出現！話題のハートスポットとして
多くの人が訪れます。二人の絆を深めたい、二人の愛に感謝したい、
お友達や家族の絆を深めたい方々、神秘の洞窟と話題の龍宮窟へお越し
ください。

（伊豆急下田駅から車(バス)で約15分）

伊豆急行から皆さまへ
本年で伊豆急行は、開業60周年を迎えます。伊豆急行線は、伊豆半島

東伊豆海岸線を走行しますので、伊豆の素晴らしい海や景色をお楽しみ
いただけます。
観光列車リゾート２１(黒船電車・キンメ電車)に乗って、魅力あふれる

伊豆へお越しください。


