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この夏、中伊豆ワイナリーヒルズは
“ファミリー・ワンダーランド”に大変身!!
「ワイナリーサマーフェスタ 2017」開催！！
～家族で楽しめるワイナリー！？＜食＞と＜アクティビティ＞がいっぱい～
総合サービス企業 シダックスグループが運営する、自然体験・滞在型アミューズメント施設「中伊豆ワイナ
リーヒルズ」（静岡県伊豆市）は、2017 年 8 月 1 日（火）～31 日（木）の期間、ご家族で楽しめる＜食＞や＜アク
ティビティ＞が満載の「ワイナリーサマーフェスタ 2017」を開催いたします。今年のテーマは、ご家族 3 世代で楽
しめる“ファミリー・ワンダーランド”。伊豆のご当地ダンスボーカルユニット「あいぜっちゅー」による体験イベント、
夕暮れの中ワインを楽しむサンセットワインガーデンや、ぶどう畑での打ち上げ花火、お子様向けの企画など、
盛り沢山なイベントと共に、この夏、中伊豆ワイナリーヒルズは生まれ変わります！

◇ 「ワイナリーサマーフェスタ 2017」概要 ◇
■ファミリーでお得な、サラダバー付きランチ！4,000 通りかき氷も！
自作のかき氷はなんと 4000 通りの組み合わせ！自分だけのオリジナルかき氷を作ってみよう
■絶景「サンセットワインガーデン」
富士山と夕暮れを眺めながら飲むワインは格別！お一人様 1,500 円でワイン飲み放題
■お子様も楽しめるワイナリー！充実のキッズ企画
子どもの国際映画祭「キネコ国際映画祭」、ウォークラリー「虫虫ゲッターズ」など 1 日中遊べるイベント満載
■氷彫刻、大道芸人によるパフォーマンス
目の前で氷のカービングを実演！大道芸人や地元伊豆の団体によるパフォーマンスも盛り沢山
■本格ステーキハウス「MAVERICK（マーべリック）」オープニングイベント
8 月 6 日（日）オープン！音楽の生演奏やお得なキャンペーンを実施
■伊豆のご当地ダンスボーカルユニット「あいぜっちゅー」が中伊豆ワイナリーヒルズにやってくる！
「あいぜっちゅー」が、ライブや乗馬体験など中伊豆ワイナリーヒルズを盛り上げる！
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■ファミリーでお得な、サラダバー付きランチ！4,000 通りかき氷も！

8 月 11 日（金）～15 日（火）の限定、シャトー1 階のテラスカフェ「カリフォルニア」にて、
親子で楽しめるお得なサラダバー付きランチを実施いたします。デザートには夏の定番かき氷をご
用意し、8 種類のトッピングでなんと 4,000 通りの組み合わせが可能！自分だけのオリジナルかき
氷を作ることができます。
【イベント概要】
＊日時： 2017 年 8 月 11 日（金）～15 日（火）
11:00～15:30（L.O 14:30）
＊場所： テラスカフェ「カリフォルニア」
（シャトー1 階）
＊価格： サラダバー付きランチ 1,650 円（税込）※パスタ 2 種、カレー4 種から選択可

■お子様も楽しめるワイナリー！充実のキッズ企画

日本最大の子どもの国際映画祭「キネコ国際映画祭」の実施や、全長約 2km の自然がいっぱい
のコースを、虫のスタンプを集めながら散策するウォークラリー「虫虫ゲッターズ」など、一日中
飽きずに遊べる様々なお子様向けの企画を、期間中毎日実施いたします。
【キッズ企画概要】
＊シャトー1 階ワインセラーのキッズスペースにて、「キネコ国際映画祭」を上映
＊ぐらっぱの丘でミニプールと水鉄砲をご用意
＊「アドベンチャークイズラリー」
参加費 500 円。クイズやミッションにチャレンジして景品をゲット！
＊「虫虫ゲッターズ」～中伊豆で 12 匹のムシを捕まえろ！～
参加費 100 円。スタンプカードに虫のスタンプをコレクションしながら進むウォークラリー
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■絶景「サンセットワインガーデン」

シャトー2 階のテラスにて、富士山を望む絶景の夕暮れの中、ワインとおつまみを楽しめます。
特別に「サングリア T.S」の提供や、ワイン飲み放題もお一人様 1 時間 1,500 円でお得にご利用い
ただけます。
【イベント概要】
＊日時： 2017 年 8 月 11 日（金）～15 日（火）
16:30～18:30
＊場所： シャトー2 階テラス
＊価格（すべて税込）
：
1 時間ワイン飲み放題 1,500 円／ワインセット（ワイン＋おつまみ） 1,000 円
グラスワイン 300 円／「サングリア T.S」 500 円

■本格ステーキハウス「MAVERICK（マーべリック）」オープニングイベント

8 月 6 日（日）、乗馬体験ができる牧場「サンシャインステーブルス ワイナリーヒルズランチ」の傍に、ウェスタ
ンの雰囲気の中、本格的なストリップロインのステーキをオリジナルソースで味わえるステーキハウス
「MAVERICK（マーべリック）」をオープンいたします。オープン記念として、ワンドリンクサービスや、アコーディ
オン奏者による生演奏なども開催し、中伊豆ワイナリーヒルズに新たな風が舞い込みます。
※ストリップロイン：牛の背中部分の肉（サーロインと同部位）
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【施設概要】
＊日時： 2017 年 8 月 6 日（日）オープン
11:00～16:00（L.O 15:00）
※金・土のみ、17:30～20:30 も営業（L.O 19:30）
＊場所： サンシャインステーブルス ワイナリーヒルズランチ傍
＊提供予定メニュー：
ストリップロインステーキ（250g／ライス付き） 1,980 円（税込）
国産鶏のグリル（ライス付き）／ハンバーグステーキ／サーモンステーキ
グラスワイン／生ビール（静岡麦酒）など
【イベント概要】
＊8 月 6 日（日）
、7 日（月）
＊8 月 11 日（金）～15 日（火）
＊8 月 6 日（日）～31 日（木）

アコーディオン奏者による生演奏
お食事ご利用の方にワンドリンクサービス
1,500 円で赤ワイン飲み放題
飲食ご利用で割引券お渡し
アンケート回答で乗馬チケット当選

■伊豆のご当地ダンスボーカルユニット「あいぜっちゅー」が中伊豆ワイナリーヒルズにやってくる！
【あいぜっちゅープロフィール】
伊豆を中心に活動するダンスボーカルユニ
ット。主に地元のイベントや施設でライブを
実施し、伊豆を全国に PR するため、2016
年から県外でもライブを実施する
【主な活動】
・毎月第一土曜日 17:00～17 :50 に、東京・
渋谷クロス FM にて生放送出演
・毎週日曜日、ニコニコ生放送および定期
ライブの開催
8 月 5 日（土）
、6 日（日）、11 日（金）
、地元伊豆のご当地ダンスボーカルユニット「あいぜっ
ちゅー」が、ライブや乗馬体験など、中伊豆ワイナリーヒルズでワイナリーサマーフェスタ 2017
を盛り上げます。活動の様子はインターネットラジオで撮影され、後日全国放送される予定です。
【イベント概要】
＊8 月 5 日（土）
＊8 月 6 日（日）
＊8 月 11 日（金）

シャトー1 階テラスにてライブ（第 1 回 14:00～、第 2 回 16:00～）
乗馬レッスン、ぶどう畑トレイルなど
伊豆 88 遍路体験
⇒伊豆にある八十八ヶ所霊場を巡りながら、伊豆を PR
http://izu88.net/

SHIDAX

Group

Information
【中伊豆ワイナリーヒルズについて】
約 10 ヘクタールの広大なぶどう畑を有し、レストラン、BBQ 場、結婚式場を兼ね備えた「中伊豆ワイナリ
ー シャトーT.S」（2000 年オープン）と、温泉・スパをはじめ、野球・サッカー場・テニスコート、プール、アド
ベンチャー体験学習など、屋内外スポーツ・研修施設が充実している「ホテルワイナリーヒル」（2001 年オ
ープン）を中心とした自然体験・滞在型アミューズメント施設です。ウェスタン乗馬体験ができる牧場や、
本格ステーキハウスもオープン。年間約 20 万人の方が訪れ、今後も季節ごとに様々なイベントを展開して
いきます。

乗馬体験のできる牧場

広大なぶどう畑

野球場、サッカー場、
テニスコート、プール
などのスポーツ施設

ワインセラー

良質な温泉
チャペル、結婚式場

【施設概要】 WEB サイト： http://www.shidax.co.jp/winery
■中伊豆ワイナリー シャトーT.S
【住所】 〒410-2501
静岡県伊豆市下白岩 1433-27
【電話番号】 0558-83-5111
【営業時間】
月～金
9:30～21:30
土・日・祝日
9:00～21:30

■ホテルワイナリーヒル
【住所】 〒410-2501
静岡県伊豆市下白岩 1434
【電話番号】 0558-83-2310
【営業時間】
チェックイン
15:00～
チェックアウト 10:00
＊日帰り温泉「縄文之御神湯」
ご利用時間 11:00～23:00（最終入館 22:00）

