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熱海港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

網代イカメンチ  
  

網代地区に昔から伝わる家庭の味・母の味。地元で水揚げされたイカ・アジ・サバなどのすり身を使用し、きざんだイカや

野菜と調味料を加えてつみれにした後、「揚げる」「焼く」などの方法で加熱調理した郷土料理。 

  
 

 

所在地・開催地 静岡県熱海市下多賀、網代 

アクセス 店舗ごとに異なる 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
網代イカメンチの会 
http://e-sites.jp/web/ikamen_pc/ 

お問合せ【網代イカメンチの会】 

メールアドレス: info@ajiro-ikamenchi.jp 

ホームページ: http://e-sites.jp/web/ikamen_pc/ 

 

ひもの  
  

アジ・カマス・イカ・イワシ・カワハギ・カレイ・エボダイ･･･豊かな漁場と伊豆随一の漁港網代を抱える熱海のお土産代

表はまさにひもの。おいしさの秘密は早朝水揚げされた新鮮な魚を手早く開き、海風と太陽のもとで干しているから。 

  
 

 

所在地・開催地 静岡県熱海市内各所 

アクセス 店舗ごとに異なる 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

ATAMI COLLECTION A-PLUS 
http://atami-a-plus.jp 
あたみニュース（熱海市観光協会） 
https://www.ataminews.gr.jp/ 

 

 

だいだいマーマレード  
  

古くから熱海市多賀地区は橙（だいだい）の産地として有名でした。江戸時代には正月のお飾りとして俵に詰め、網代港よ

り各地に出荷していたそうです。現在は橙を使った”だいだいマーマレード”が特産物として好評を得ています。 

  
 

 所在地・開催地 〒413-0101 静岡県熱海市上多賀 162 

アクセス 電車で JR 伊東線「伊豆多賀駅」下車徒歩約 4分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

ATAMI COLLECTION A-PLUS 
http://atami-a-plus.jp 
あたみニュース（熱海市観光協会） 
https://www.ataminews.gr.jp/ 

お問合せ【橙の倉田家】 

電話番号：0557-68-1174 

 

http://e-sites.jp/web/ikamen_pc/
mailto:info@ajiro-ikamenchi.jp
http://e-sites.jp/web/ikamen_pc/
http://atami-a-plus.jp/
https://www.ataminews.gr.jp/
http://atami-a-plus.jp/
https://www.ataminews.gr.jp/
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温泉饅頭  
  

自噴する温泉を見て饅頭を蒸すことを思いついたことが始まりで、熱海が発祥地といわれています。中には飲用泉で練り込

んだものなど工夫の逸品も多く、たかが温泉饅頭されど温泉饅頭なのです。 

  
 

 

所在地・開催地 静岡県熱海市内各所 

アクセス 店舗ごとに異なる 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

ATAMI COLLECTION A-PLUS 
http://atami-a-plus.jp 
あたみニュース（熱海市観光協会） 
https://www.ataminews.gr.jp/ 

 

 

起雲閣  
  

鉄道王根津嘉一郎の旧別邸で、敷地約 3,000 坪、有数の大庭園をもつ古き良き時代の面影を残した伝統と風格のある邸宅。

志賀直哉、山本有三、谷崎潤一郎などの文人墨客が数多く訪れたことでも知られ、現在、熱海市が所有し一般公開していま

す。（オーディオガイドあり） 

  
 

 

所在地・開催地 〒413-0022 静岡県熱海市昭和町 4-2  

アクセス 港より徒歩 10 分(0.6km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
熱海市ホームページ 
https://www.city.atami.lg.jp/kiunkaku/index.html 

お問合せ【起雲閣】 

電話番号: 0557-86-3101 

ホームページ: https://www.city.atami.lg.jp/kiunkaku/index.html 

 

熱海芸妓見番「華の舞」  
  

温泉街ならではの湯の町風情を楽しめる場所として今人気なのが、芸妓の踊りを楽しめる「熱海芸妓見番」です。熱海芸妓

による「湯めまちをどり」をここ芸妓見番で見ることができます。日本人の心のひだに触れる鮮やかな「粋」、芸妓の爽や

かな「心意気」の世界をごゆっくりとお楽しみください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒413-0015 静岡県熱海市中央町 17-13  

アクセス 港より徒歩 10 分(0.8km) 

季節 毎週土・日曜日 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
熱海芸妓置屋連合組合 
https://atami-geigi.jp 

お問合せ【熱海芸妓置屋連合組合】 

電話番号: 0557-81-3575 

ホームページ: https://atami-geigi.jp 

  

http://atami-a-plus.jp/
https://www.ataminews.gr.jp/
https://www.city.atami.lg.jp/kiunkaku/index.html
https://www.city.atami.lg.jp/kiunkaku/index.html
https://atami-geigi.jp/
https://atami-geigi.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@35.0928989,139.0710355,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.0948106,139.0719370,17z
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親水公園  
  

青い海、白い砂浜、ナツメヤシの並木が続き美しいリゾート風景を楽しめる「親水公園」。潮の香りを満喫できる恋人の聖

地「ムーンテラス」、ライトアップされる「熱海サンビーチ」と一体となった夜も気持ちよく歩けるスポットです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒413-0014 静岡県熱海市渚町 2018-8  

アクセス 港より徒歩 5分(0.4km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 
熱海市ホームページ 
https://www.city.atami.lg.jp/kanko/kankoshisetsu/1001832/
1001837.html 

お問合せ【熱海市役所 公園緑地課 維持管理室】 

電話番号: 0557-86-6218 

ホームページ: https://www.city.atami.lg.jp/kanko/kankoshisetsu/1001832/1001837.html 

 

ＭＯＡ美術館  
  

熱海駅の背後の山の手にあり、相模湾を見下ろす広大な庭園の中にたたずむ美術館。尾形光琳筆「紅白梅図屏風」、野々村

仁清作「色絵藤花文茶壺」、手鑑「翰墨城」の３点の国宝のほか、日本画や陶磁器など東洋美術を中心に絵画、書籍、彫刻等

の名作が 3,500 余点収蔵されています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒413-0006 静岡県熱海市桃山町 26-2  

アクセス 
ツアー: 港から車で 10 分（約 2.5km） 
個人:バスで東海バス「MOA 美術館」下車すぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 
ＭＯＡ美術館 
https://www.moaart.or.jp 

お問合せ【ＭＯＡ美術館】 

電話番号: 0557-84-2511 

ホームページ: https://www.moaart.or.jp 

 

熱海海上花火大会  
  

熱海の夜を彩る大スペクタクル「熱海海上花火大会」。単発やスターマイン、新種の花火が間断なく打ちあがり、フィナー

レの「大空中ナイアガラ」は夜空のキャンパスに音と光のハーモニーを演出します。四季を通じて開催しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒413-0014 静岡県熱海市渚町地先 熱海湾  

アクセス 港より徒歩 5分(0.4km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
あたみニュース（熱海市観光協会） 
https://www.ataminews.gr.jp/ 

お問合せ【熱海市観光協会】 

電話番号: 0557-85-2222 

ホームページ: https://www.ataminews.gr.jp/ 

 

https://www.city.atami.lg.jp/kanko/kankoshisetsu/1001832/1001837.html
https://www.city.atami.lg.jp/kanko/kankoshisetsu/1001832/1001837.html
https://www.city.atami.lg.jp/kanko/kankoshisetsu/1001832/1001837.html
https://www.moaart.or.jp/
https://www.moaart.or.jp/
https://www.ataminews.gr.jp/
https://www.ataminews.gr.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@35.0936400,139.0748644,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.1086178,139.0771161,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.0936400,139.0748644,17z
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熱海梅園梅まつり  
  

日本一の早咲きとも称される熱海の梅は伊豆の早春の風物詩です。秋には日本一遅いと言われる紅葉もお楽しみいただけま

す。 

  
 

 

 

所在地・開催地 〒413-0032 静岡県熱海市梅園町 8-11  

アクセス 
ツアー:港より車で 5 分（約 1.5km） 
個人:電車で JR伊東線「来宮駅」下車徒歩 10 分 

季節 1 月上旬～3 月上旬 
観光バス 
駐車台数 

20 台 

関連リンク 
あたみニュース（熱海市観光協会） 
https://www.ataminews.gr.jp/ 

お問合せ【熱海市観光協会】 

電話番号: 0557-85-2222  

ホームページ: https://www.ataminews.gr.jp/ 

 

あたみ桜 糸川桜まつり  
  

熱海市街地にある糸川遊歩道では桜まつりが開催されます。開催期間中の土・日・祝日には、桜茶などの無料サービスや、

様々なイベントが展開されます。熱海梅園ではこの時期、梅が見頃を迎え、梅と桜の両方を楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 静岡県熱海市銀座町、中央町、渚町  

アクセス 港より徒歩 10 分(約 1km) 

季節 1 月上旬～2 月中旬 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
あたみニュース（熱海市観光協会） 
https://www.ataminews.gr.jp/ 

お問合せ【熱海市観光協会】 

電話番号: 0557-85-2222  

ホームページ: https://www.ataminews.gr.jp/ 

 

熱海こがし祭り山車コンクール  
  

各町内から趣向を凝らした木彫り山車と装飾山車が繰り出し、熱海の町は祭り一色に。コンクールの審査会場は熱海サンビ

ーチ前の海岸通り、ここに山車が囃子とともに集まってきます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒413-0012 静岡県熱海市東海岸町地先  

アクセス 港より徒歩 15 分(0.9km) 

季節 7 月 15 日～7月 16 日 
観光バス 
駐車台数 

  

関連リンク 
あたみニュース（熱海市観光協会） 
https://www.ataminews.gr.jp/ 

お問合せ【熱海市観光協会】 

電話番号: 0557-85-2222  

ホームページ: https://www.ataminews.gr.jp/ 

 

https://www.ataminews.gr.jp/
https://www.ataminews.gr.jp/
https://www.ataminews.gr.jp/
https://www.ataminews.gr.jp/
https://www.ataminews.gr.jp/
https://www.ataminews.gr.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@35.0975629,139.0594445,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.0980688,139.0759079,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.0980688,139.0759079,17z

