VC

JR Tokaido Shinkansen
VC

Shuzenji Sta.

在来線・私鉄

伊東駅
Ito Sta.

Local Train

東名・新東名高速道路

Tomei Exp. Highway
Shin-tomei Exp. Highway

135

136
414

VC

VC

VC

VC

VC

主要道路 Primary Route

136
136

VC

VC

Izu City Oﬃce

18

Shuzenji Sta.

ビジターセンター
Visitor Center

修善寺駅

伊豆市役所

修善寺 IC
135

VC

136

Shuzenji IC

VC
136

A d mi s s i on f ree

JR 東海道新幹線

修善寺駅

VC

入場無料

アクセス Access

Shuzenji
Road

We are able to trace the date of the initial age of the
Earth about 4.6 billion years before. Since that time
the Earth has been varied to date. For example,
catastrophic events had occurred sometime, such as
Oceanic Anoxic Events or earth surface entirely
frozen. The localities and the area of the continents
we see today have been moved due to the plate
tectonics and volcanic activities.
You may feel and touch a glance of the“changing
earth”through Izu Peninsula trip. The Izu Peninsula
g e o p a r k m u s e u m“ G E O R I A ”w i l l s u p p o r t y o u r
exploration journey around Izu.
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46 億年前に誕生した地球は、その姿を変え続けて
きました。大気中に酸素のない時期もありましたし、
地球全体が寒く凍りついていた時期もありました。
大陸も初めからあったわけではなく、プレート運動や
火山活動によって作られ、場所や形を変え続けています。
伊豆半島を旅することで、そうした地球の動きの一
端を目の当たりにできるかもしれません。
「ジオリア」は、あなたが伊豆を読み取り、もっと
楽しむためのお手伝いをします。

伊豆東部火山群の探し方
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Terrestrial Volcanoes

The “Izu Tobu Volcano Group”

陸上火山の眺め方
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For more information

「南から来た火山の贈りもの」を
さがしに行こう！

公共交通機関でお越しの方 伊豆箱根鉄道修善寺駅からバス約６分。
「修善寺温泉」または「虹の郷」行き、
「修善寺総合会館」下車、徒歩すぐ。
Public transit

Let Us
Explore"Volcano
Gifts from the South"
Izu Peninsula.pdf
1
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Taking a bus bounds of route number C10, C32 or C33 from Shuzenji Rail
Station, and getting oﬀ at Shuzenji Sogo Kaikan.

お車でお越しの方 東名高速道路「沼津 IC」または新東名高
速道路「長泉沼津 IC」から車で約 40 分（伊豆縦貫道経由）
。
Car

From Numazu IC of Tomei Exp. Highway or Nagaizumi-numazu IC of
Shin-tomei Exp. Highway, it takes about 40 min.

駐車場について 無料駐車場あり（普通 30 台）
。
満車、バスの場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。
Parking
Parking lot is available.

・団体（15 名以上）利用の場合は電話か web サイトよりお申込みください。
・車いす可（事前にご連絡ください）。
・補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬等）同伴可。
・Group tour is kindly advised to book through the web site.
・Wheel car is accessible.
・Assistance dog can accompany.
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開館時間

9:00-17:00

Opening hours
（最終入館時間 Last admission 16:30）

水 曜 日 Days closed : Wednesday
（水曜が祝休日の場合は開館し、翌平日休館）

休館日 :

〒410-2416 静岡県伊豆市修善寺 838-1 修善寺総合会館内
838-1 Shuzenji, Izu-city, Shizuoka, 410-2416 JAPAN

TEL.

0558-72-0525 https://georia.izugeopark.org/
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Izu Peninsula
UNESCO
Global Geopark

【シアター】Theater: Introduction movie
伊豆半島の成り立ちを約 7 分で振り返るシアター。
2000万年におよぶ壮大な大地の物語を知ると、
伊豆の風景を見る目が変わります。
The introduction movie takes you back to the 20
million year time travel in seven minutes in ﬁve
languages; English, Korean, Mandarine Chinese,
Cantonese and Japanese.

【鳥の目で見る伊豆の風景】
Mini theater: Bird’s eye movie

マルチコプターで撮影した伊豆各地の空撮映像を
ご覧いただけます。これまでとは少し違った視点で景
色を眺めることで、新しい発見があるかもしれません。
The bird’
s eye movie brings you the amazing landscape of
the Izu Peninsula which you have never experienced before.

伊豆の
大地の物語
Evolution of
Izu
Peninsula

Izu Tobu Volcano Group

Terrestrial Volcanoes

陸上火山の眺め方

いきもの

Natural Lives

企画展示

Special Exhibition

Selling Izu peninsula geopark related souvenirs and books;“tenugui (a Japanese
hand towel),”a short-sleeved, pullover sports shirt and a magniﬁer grass.

Culture

伊豆半島ジオパークに関する書籍やおみやげを販売しています。

文化

Mini museum souvenirs

Natural Hazards

【ミニミュージアムショップ】

自然災害

IZU PENINSULA GEOPARK

Projection mapping

伊豆東部火山群の探し方

Submarine Volcanoes

海底火山の読み方

Moving Peninsula

動き続ける半島

Collision with Honsyu Block

本州への衝突

Earth History

Geological Evolution

動く大地

伊 豆 半 島 ジオ パー クミュー ジアム

地球を読む

【プロジェクションマッピング】
伊豆半島の立体模型の上に地質や見どころ、温泉分布な
ど、伊豆各地の魅力や特徴を映し出し、伊豆の旅のお手
伝いをします。
Exploration of the Izu Peninsula by projection mapping
which mirrors attractions and characteristics of the
peninsula such as geological sites, their highlights and
the distribution of the hot springs on the topographical
model.

【顕微鏡コーナー】Binoculars
迫力ある風景や力強く動く動物たちばかりが自然の
魅力ではありません。ミクロの目で見る自然にもまた不
思議や魅力が詰まっています。簡単に扱える顕微鏡で
ミクロの世界を体験してみませんか。
Explore another world by microscopes. The nature of Izu is not
appeared only in landscapes but also at the micro level world too.
Handling microscopes is easy than you may expect.

【水理模型】Hydraulic model
川の流れによる地形の変化を探る模型実験。ミニチュアの
地形が目の前で次々に変化し、扇状地や河岸段丘など
さまざまな地形がつくりだされます。
Hydraulic experimental model of rive evolution. River
erosion and sedimentation form various alluvial
landforms. Meandering channel changes landforms
constantly.

