
Fuji-Hakone-Izu National Park

山頂にあるターゲット
大室山アーチェリー

池観光開発株式会社
〒413-0234　静岡県伊東市池672-2  
TEL〈0557〉51-0258（代）
FAX〈0557〉51-4814

■営業時間
●3月16日～9月30日　9：00～17：15
●10月1日～3月15日　9：00～16：15

（乗車券の販売17：00終了）
（乗車券の販売16：00終了）

■乗車料金（往復のみ）　※団体割引あり（20名以上）

■アーチェリー（中学生以上）
●大人（中学生以上）　700円　　●小人（4才以上）　350円

●道具代1セット　1000円　　●入場料1名　500円
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Oh-muro-yama is located halway down the east coast of Izu Peninsula.It is 
easy of access,whether you come by train or by car.
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By train,it is 50-60 minutes from Atami to Izu-Kogen sta.,
where you take a bus to Shaboten（Cactus）Park.
By car,you drive down Route 135 and take a sideway toward Oh-muro at 
the  Gran-Pal park traffic light.

Information

■コインロッカー（有）
◆ご紹介印により割引致します。チケット売場にお見せ下さい。

〈お申込み・お問い合わせ〉

標高580m
山頂まで約５分
大自然を望む
空中散歩！

名物 さくらの里 大室山のもみじ焼の実
演販売をいたしております。
☎0557（51）2055

"Takahashi" makes,serves,vends Va- 
rious sweets of local fame.

菓子処　たかはし 【1F】

地酒・みかん・やまもも・桜葉ワイン等、
伊豆の特産品を各種取り揃えております。
☎0557（51）5103

Izu local sake and wine are available 
in variety at the shop "Takahashi".  

酒処　たかはし

伊豆限定ファンシー、お菓子、お漬物など
数多く取り揃えております。ぜひお立ち
寄り下さい。　☎0557（51）6187

Shop "Yumekogen" comes with a well- 
assorted stock of Izu specal goods 
and another place small items.

おみやげ館　ゆめこうげん

ランチには、伊豆の野菜をふんだんに使っ
た、ちょっとおもしろい食堂へおこしくだ
さい。喫茶としてもご利用ください。　 
☎0557（51）1455

"Oh-muro-kei-shokudou" is a luncheon-
ette where also available for a rest.

おおむろ軽食堂

大好評の大室山三福だんごをはじめ、軽食も取り
扱っております。当店オリジナル商品はお土産に
も喜ばれ、ゆったりとくつろげるスペースは皆様方
の息抜きの場としてもご利用いただいております。
"Sancho-Baiten" or the hilltop shop, is where 
you can both shop and eat at one time. 
Omuroyama-mitsufuku-dango are also 
available.

山頂売店

いろいろな味が楽しめる串だんご
が人気です。
"Dango-Honpo" is a shop of  
various taste skewered dum- 
plings. 

山頂だんご本舗

自家用車500台・バス20台
の大駐車場ですので安心して
レジャーが楽しめます。
The toll-free parking lot can 
acconmodate up to 500 
cars and 20 buses.

第1～第3駐車場

【2F】

年  間  行  事
◆1月1日

◆2月第2日曜

山頂お鉢めぐりをしたお客様より

パワー（気）をいただいたと言われる方がおります。

山頂で深呼吸をしてみてください。

皆様もパワーを授かるかもしれません!!

初日の出営業
AM5：40～

山焼き

◆5月5日 こどもの日イベント

http://omuroyama.com

Mt.OMURO LIFT

ジオサイト大室山

2021.09



大展望の山・海・島
・そして大空！！

水と緑の潤い部門にて、大自然が生み出した曲線美「大室山」が受賞。この山は季節によっ
て山肌の色が変わる草山で、春は若葉の黄緑に、夏は深緑に、秋はススキの銀色に、そして
冬は黄金色から山焼き後の黒色に装いを変化させ、春・秋の七草が咲き誇ります。

　伊東市や伊豆高原のシンボルとも言える
大室山は、およそ4000年前の噴火ででき
たスコリア丘である。底の直径1000m、高
さ300mという巨大なプリンのような美し
い形は自然の造形なのだ。
　大室山の噴火は、伊東の大地に様々な変
化をあたえた。噴火のさなかに、北東側と
南側のふもとの2ヶ所から大量の溶岩が流
れ出した。これらの溶岩流は谷間や盆地を
埋め、噴火前はでこぼこだったはずの山地
をなだらかな高原に変えてしまった。伊豆
高原の誕生である。南東に向かった溶岩流
はもっとも量が多く、4kmほどの範囲で海
を埋め立て、城ヶ崎海岸がつくられた。噴火
の最終段階になって溶岩の粘り気が増し、
上記2ヶ所の流出口にフタをするように盛り
上がったのが、現在の岩室と大森である。大
室山からは大量の火山灰も噴出し、伊豆半
島の広い範囲をおおった。伊東市内の工事
現場などの崖でしばしば見られる真っ黒い
しましまの地層は、大室山の噴火で降り積
もった火山灰である。

静岡県景観賞   優秀賞受賞

火山が作った大地

※大室山は、山野草の保護・山肌の保全の為、登山等の立ち入りは出来ません。

山全体に四季を通じて100種余りの山野草の花が咲きみだれます。
As the seasons go by,some 100 varieties of grasses bear blossoms in turn on the hillsides.

大室山は標高580mあり、伊豆単成火
山群のなかでは最大の火山のひとつで
す。噴火活動は約4,000年前の縄文時
代後期初頭とみられ、流れ出した溶岩
で城ヶ崎海岸ができあがりました。円
錐形の美しい姿は沖合いを通る船から
絶好の目標となり、願い事を聞いて下
さる優しい神の山として慕われてきま
した。山頂には直径300m、周囲
1,000ｍ、深さ70mの大きな噴火口
跡があり、これを周回する「お鉢めぐり」
は360°の大展望がひらけ、太平洋上の
伊豆諸島、天城連山、秀峰富士、さらに
南アルプスまで望むことのできる大自
然のすばらしい景観に恵まれています。

大室山 Mt.Omuro

公園内で見られる大室山のスコ
リアラフト。

さくらの里

美しいプリン形をした大室山。お
よそ4000年前の噴火でできた。

大室山スコリア丘

池の盆地

大室山の東側にある崖。
上半分の黒いしましまの地層が、
大室山から噴出した火山灰。

ここはかつて湖
だった。その背後に矢筈山（正面奥左）
と孔ノ山（正面奥右）が見える。どち
らも2700年前の溶岩ドームである。

ヤマユリ
Lilium auratum Patrinia scabiosaefolia Swertia japonica Gentiana

オミナエシ センブリ リンドウ

大室山は山全体がまったくの草山で、そのや
わらかなシルエットは人工の山かと見誤るほ
どの美しさです。毎年山焼きが行われます。
Every year,the dead grasses on the moun- 
tain-sides are burned to help new buds 
come out in time for spring. It's a specta- 
cle on Ito's calendar of tourist events.

大室山麓40,000㎡に35種3,000本の桜
を植栽し、9月から翌年6月まで間断なく桜を
楽しめ、4月初旬には「さくらの里まつり」が
催されます。
Sakura-no-sato Park features 3,000 cherry 
trees of 35 varieties, which bloom one af- 
ter another between September and June.

自然に親しむ四季折々の楽しさ

さくらの里Sakura-no-sato Park

五智如来

天城連山 南アルプス

伊豆七島

富士山

大室山リフトで登ると頂上西方に等身大の五体の地蔵尊が安置されている。今から約300年
の昔、相州岩村（神奈川県足柄下郡）の地頭朝倉清兵衛さんの娘さんが9歳で身ごもり、その
安産を大室山浅間神社に祈願したところ無事安産したのでお礼に安置したもの。
On the hilltop trail-side, you will come across life-size stone images of jizo, or the guar- 
dian deity of children. Visitors pray to them for blessing to their children.

大室山アーチェリー

すりばち型の山頂に8台のターゲット。上級
者から初心者まで気軽に楽しめます。
How about enjoying archery in the bottom 
of the extinct crater?

大室山の祭神と伝説（二人妻）

大室山噴火口中腹（東側）に、浅間神社が祭
られています。祭神は大山祗神の子女磐長
姫命で富士山頂の祭神である木花開耶姫の
姉にあたります。大室山を包むパワー（気）
の源はここなのかもしれません。
A little shinto shrine nestling cosily on the 
bank of the now-peaceful crater.

Grass-covered all the way up,the 
580-meter-high Oh-muro has a cir- 
cular trail on the summit. You can 
enjoy archery in the extinct crater 
and para-gliding from the trail-side.

It's a swift 5 minutes 
to the hilltop.

山頂まで約5分

大島 利島 新島 三宅島 御蔵島 式根島 神津島

Extinct for 4,000years,the once-volcanic Omuro (pronounced
"oh-muro") is a must on your visit to Ito.The chair lift takes you swiftly up

to the summit,where views are far and wide...probably the finest panorama in this locality.
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