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未来を照らす灯台が、ふたりの道標になる。

どこまでも広がる青い空と海に、気高く存在し続ける白亜の塔。

晴れの日も、荒れ狂う嵐の日も、大海原を照らし続けてきた灯台の光は、

人生の道標のようであり、未来に進む勇気を与えてくれるような気がする。

恋に悩み、夢に迷ったとき、灯台に行こう。

愛し合うふたりが、未来を誓い合うとき、灯台に行こう。

そんな、夢見るチカラ、恋するチカラを与えてくれる灯台を、

恋する灯台と呼んでみる。

未来を照らす灯台が、ふたりの道標になる。

爪木埼灯台
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恋する灯台
http://romance-toudai.uminohi.jp
恋する灯台プロジェクト

恋する灯台ホームページ
http://romance-toudai.uminohi.jp

【このフライヤーに関するお問い合わせはこちら】
一般社団法人日本ロマンチスト協会　mail：toudai@japan-romance.com　URL ：http://romance-toudai.uminohi.jp/　URL ：http://japan-romance.com/

「地球環境や世界平和も大事ですが、 ロマ
ンチストという“大切な人を世界で一番幸
せにできる人”が増えると、夫婦環境や恋人
環境ばかりか、社会全体が豊かになるかも
しれない」、ということに気がついたトキメク
大人たちがはじめた秘密結社。
長崎県雲仙市愛野町を「ロマンチストの聖
地」として本部を設置し、2008年5月より活
動を開始。

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、
ときに心の安らぎやワクワク、ひらめきを与
えてくれる海。そんな海で進行している環
境の悪化などの現状を、子供たちをはじめ
全国の人たちが「自分ごと」としてとらえ、
海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げ
ていくため、日本財団、総合海洋政策本部、
国土交通省の旗振りのもと、オールジャパ
ンで推進するプロジェクト。

未来を照らす灯台が、
ふたりの道標になる。

埋もれていた「灯台」の文化や歴史的価値を可視化し、各地域の強力な観光資源とするために、灯台を
『恋する灯台』というロマンスの聖地として認定し再価値化する。『恋する灯台』というキーワードを軸に、
地域が主体になって盛り上げていく機運を高め、灯台への集客アップを図ります。
灯台を訪れることで、海へ関心をもつ人が増加することを最終目的として活動します。

海と日本PROJECTは日本財団、総合海洋政策本部、国土交通省の旗振りのもと、

オールジャパンで推進するプロジェクトです。私たちを支えてくれる海の現状を

伝え海を未来へつないでいくためのアクションの輪を日本全国に広げていきます。

どこまでも広がる青い空と海に、

気高く存在し続ける白亜の塔。

晴れの日も、荒れ狂う嵐の日も、

大海原を照らし続けてきた灯台の光は、

“人生の道標”のようであり、

“未来に進む勇気”を

与えてくれるような気がする。

恋に悩み、夢に迷ったとき、

灯台に行こう。

愛し合うふたりが、

未来を誓い合うとき、灯台に行こう。

そんな、夢見るチカラ、

恋するチカラを与えてくれる灯台を、

“恋する灯台”と呼んでみる。

湯沸岬灯台 （北海道）1

神威岬灯台 （北海道）1

岩崎ノ鼻灯台 （富山県）2

禄剛埼灯台 （石川県）3

越前岬灯台 （福井県）4

爪木埼灯台 （静岡県）5

出雲日御碕灯台 （島根県）6

佐木島灯台 （広島県）7

足摺岬灯台 （高知県）8

釣島灯台 （愛媛県）9

細島灯台 （宮崎県）10

尻屋埼灯台 （青森県）2

碁石埼灯台 （岩手県）3

入道埼灯台 （秋田県）4

鼠ケ関灯台 （山形県）5

安房埼灯台 （神奈川県）
城ヶ島灯台 （神奈川県）

6

能生港灯台 （新潟県）7

立石岬灯台 （福井県）8

余部埼灯台 （兵庫県）9

友ヶ島灯台 （和歌山県）10

六島灯台 （岡山県）11

大久野島灯台 （広島県）12

角島灯台 （山口県）13

蒲生田岬灯台 （徳島県）14

高松港玉藻防波堤灯台 （香川県）15

佐田岬灯台 （愛媛県）16

伊王島灯台 （長崎県）17

湯島灯台 （熊本県）18

鶴御埼灯台 （大分県）19

平久保崎灯台 （沖縄県）20
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伊豆半島の東海岸から突き出た須崎半島の

先端に立つ灯台。

邪魔するものがない高台に凛として佇む

スマートな白いシルエットは、

人々が想い浮かべる 「灯台」のイメージそのものだ。

周辺は富士箱根伊豆国立公園に属する景勝地で、

伊豆諸島を望める雄大な風景が広がる。

夏は海水浴、秋には西洋ススキが野を彩り、

冬には300万本におよぶ野水仙が人々を楽しませる。

灯台に続く細道を歩き、

穏やかで四季折々の自然を演出する景色に身を置けば、

美しい絵の中にいる気持ちになれるだろう。

下田市ペリーロードより撮影下田市ペリーロードより撮影

和親条約締結の地、
下田で未来の約束。

伊豆の下田市はペリー率いる黒船来航の歴史舞台となった

場所、嘉永7 (1854) 年には下田で日米和親条約の付属

協定（細かい取り決め＝下田条約）が調印されました。

恋に例えるならば、お互いのトリセツをぶっちゃけあい、その上

で2人ならこうしていけばいいよねと未来に向けた決めごとや

約束を結ぶ感じ。

ペリーの気持ちは計り兼ねますが、鎖でしばられた心を開放

する地として自然豊かな下田を選んだのかもしれません。

下田三大ハートスポットの
一つ、上から覗くとハート型
に見えるラブ・パワースポッ
トな洞窟。階段を下ると、そ
こはエメラルドブルーの海
が幻想的に広がる”青の洞
窟”が。
世界的にも特異なジオ地形
を有する伊豆半島ならでは
の絶景地で愛の絶叫、ハー
トのド真ん中から天に向かっ
て愛を叫ぼう！

龍宮窟
（りゅうぐうくつ）

ハートの洞窟の下から愛を叫ぼう！

イルカとしかけるサプライズ！

全国的にも珍しい、自然の
海に浮かぶ水族館。だから、
イルカもアシカものびのび
恋愛！している気がします（
想像）。そんな水族館の人
気者イルカと、意中の相手
にサプライズプレゼントでき
ちゃいます。
事前にWEB申し込み（料金
１万円）しておけば、愛らし
いイルカが泳いでプレゼン
トボックスを届けれくれます！

下田海中水族館

 0558-22-3567
住所

電話番号
営業時間

定休日
9：00～16：30（季節により変動）詳しくはホームページへ
なし

静岡県下田市三丁目22-31

リゾートカフェで熱々ピザをシェア！

デートに欠かせないのがイン
スタ映えするオシャレなカ
フェ。サウスカフェは近年外
国人が多く訪れるリゾートエ
リア吉佐美にある雰囲気
バッチリのお店。近隣に別荘
を持つ外国人観光客や地元
サーファーたちに愛されるお
店。川沿いのテラスで熱々の
ピザやボリュームたっぷりの
サラダをシェアして食べよう！

サウスカフェ

恋愛成就の神様に会いに行こう！

下田三大ハートスポットの
一つ、2400年の歴史を持つ
伊豆最古の神社で縁結び
の特別祈願ができる恋愛の
パワースポット。ハートが描
かれた御守り（1000円）を
購入すると縁結び祈願の用
紙が頂けます。
用紙に自分と相手の名前を
記入し、参拝。拝殿にある専
用の箱に用紙を入れておく
と縁結びのご祈願をしてい
ただけます！

白浜神社

混浴！してみる？

ペリー提督が下田に上陸し
驚いた日本の風習、それが
混浴です。江戸時代、日本の
大衆浴場は男女一緒だった
そう。金谷旅館の千人風呂
は単なる混浴とは異なり、女
性風呂と男性風呂の間に鍵
付き扉があり、女性だけが鍵
を使い男性側に入ることが
できます。大きなお風呂は湯
気でモクモク、冬の視界は1
メートルくらい、ドキドキ！

金谷旅館
千人風呂

日本有数のResort 
Lover's Beach、伊豆白浜。
ペリー来航以前より幾多の
恋がここで芽生えてきたこ
とか、砂の数ほどの出会い
を生み出してきた白いビー
チを一望し、ロマンティック
な気分に浸れる場所がホテ
ル伊豆急。
ロビーのカフェ利用は宿泊
客でなくてもOK！

ホテル伊豆急

白浜を眺めながらお茶しよう！

下田には9つの美しいビーチ
がありますが、ここ爪木崎は
その9つには入っていない隠
れた海の絶景スポット。最近
ではその存在が少しづつ知
れ渡り、ここに泳ぎにやって
くるカップルが増えています。
恋愛の基本は相手を知るこ
と、綺麗な海を眺めながら、
冬には300万本の水仙が咲
き香る遊歩道を2人で進み
語らってみては？

爪木崎公園

絶景の海まで語り歩こう！

下田三大ハートスポットの
一つ、下田駅前にある下田
ロープウェイで行く寝姿山
山頂にある縁結びのパワー
スポット。御利益は良縁、縁
結び、子宝、安産など特に女
性に嬉しい御本尊。こちら
の絵馬はハート型、もしカッ
プルで訪れた時は２人の未
来の約束を書き込んでみて
はいかが？

愛染明王堂
/寝姿山山頂

2人で１枚の絵馬に未来を描こう！

「あの二人息がぴったりだよ
ね」なんて言われるカップル
は仲睦まじく、自分たちが言
われると嬉しい言葉ですよ
ね。アクティブに楽しい時間
を過ごしたいカップルにおす
すめなのが2人乗りシーカヤ
ック。「右、左」と声をかけあ
い、息があうと面白いほどグ
ンと前に進み、その瞬間「あ、
私たち今一体に」と感じられ
ます！

シーカヤックスクール
KAI'TO

二人の息を合わせて進もう！

龍宮窟のハート型をPRする
為に下田市観光協会とコラ
ボして誕生した、下田限定の
甘酸っぱいマドレーヌ。販売
元のフォンテーヌは地元から
愛され続けているケーキ屋
さん。ケーキ、焼き菓子、パン
の甘い香りに包まれた店内で
は、ランチやディナーも楽し
めます。結婚式の引き出物に
いいかも！なんて甘い想像に
胸が膨らみます。

「フォンテーヌ」
下田・完熟いちご
マドレーヌ

ラブ・パワースポットのお土産を買おう！

0558-22-8111
住所

電話番号
営業時間 10時～15時　※繁忙期は除く
定休日 なし

静岡県下田市 白浜2732-7

0558-25-5015
住所

電話番号
営業時間 12:00～22:00(L.O.21:00)
定休日 木曜日

静岡県下田市吉佐美918-2

0558-22-1531（下田市観光協会）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

静岡県下田市田牛
0558-22-1211

住所

電話番号
営業時間 8:45 ～ 16:45（上り最終16:15）
定休日 なし（※ 強風等によりロープウェイ運休の場合あり。）

静岡県下田市東本郷 1-3-2

050-3786-6779
住所

電話番号
営業時間

定休日
9:30～12:00(午前の部）、13:00～15:30（午後の部）
不定休

静岡県下田市柿崎788

0558-22-1531（下田市観光協会）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

静岡県下田市須崎

0558-22-0325
住所

電話番号
営業時間 9:00～21:00
定休日 定休日なし※平日午前中は清掃となることもある為、要確認

静岡県下田市河内114-2

0558-25-5800
住所

電話番号
営業時間  10:00～20:00
定休日 なし

静岡県下田市吉佐美1469-1

0558-22-1183
住所

電話番号
営業時間

定休日
参拝は終日。授与所9:00～17:00
なし

静岡県下田市白浜2740
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