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04. 大洋堂

07. 五十鈴勢語庵

12. 岩戸の塩工房

09. ともいきの国 伊勢忍者キングダム

10. 伊勢夫婦岩めおと横丁
11. OISE JEWELRY

03. 伊勢シーパラダイス
夫婦岩から徒歩5分

夫婦岩から徒歩5分

夫婦岩から徒歩5分

夫婦岩から車で5分

夫婦岩から徒歩5分

02. tokka webdesign
06. 伊勢むすび工房

夫婦岩から車で3分

05. 三重県真珠
夫婦岩から徒歩10分

08. かどふさ物産店
夫婦岩から徒歩7分

13. 阪本物産
夫婦岩から徒歩7分

J R 参 宮 線

二見浦

夫婦岩

二見浦駅

夫婦岩からめぐる
二見「絆結び」体験MAP

ト
ン
ネ
ル 至鳥羽

至伊勢市街

お伊勢まいりに際し心身を清める神社とし
て知られ、興玉大神（猿田彦大神）を祀る。
清らかな気持ちで参拝し、大切な人との絆
を深める祈願をしよう。

01. 二見興玉神社

☎0596-43-2225
伊勢市二見町茶屋 536-8
 料金   1人 ￥2,500  
 体験時間  10:00～11:00／13:00～14:00       
 休   日～金  ※土曜のみ体験実施（別の曜日は TELにて相談可）

 所要時間  1時間（源氏物語の絵柄は2時間以上かかります）

 予約可能人数　2～3人

☎0596-65-7980　　伊勢市二見町松下 1366-9　
 料金　1人 ￥1,200（岩戸の塩 125g ￥820込）　 体験時間　9:00～17:00　
 休　日曜（不定休あり）　 所要時間　30分　 予約可能人数　1人～20人

☎0596-68-9179　　伊勢市二見町江 580  伊勢夫婦岩めおと横丁内 32号店　
 料金　1人  ￥2,800  　体験時間　11:00～12:00／13:00～14:00／15:00～16:00

 休　なし　 所要時間　1時間　 予約可能人数　1人～4人

二見のご当地体験

絆結び
大切な人とのつながりを深めよう。
縁結びのシンボル「夫婦岩」がある伊勢・二見。

夫婦岩を見学した後は、二見ならではのご当地体験「絆結び」で、
ご縁を絆へとより深めてみませんか？

大きな特別「絆絵馬」に、夫婦岩のように絆
が深まるようお互いの願い事を書き、御神前
に奉納してもらえる貴重な機会。さらに、拝
殿に昇り神職によるご祈祷を受けられるプラ
ンも。絆お守りも一緒にご祈祷し、持ち帰る
のもオススメ。

01

真珠入り♪ おそろいの
絆結びジェルキャンドル作り
伊勢志摩は真珠の名産地。真珠の加工や卸を営むジュエ
リーメーカーが手がけるカフェ＆ギャラリーで、おそろいの
オリジナルジェルキャンドル作り。本物の真珠を一粒アク
セントに♪別メニューには、ネックレスやブレスレット作り
体験もあるので要 check！

神々の贈り物「岩戸の塩」の工房見学
おうちで塩むすびを作って絆結び♪
伊勢神宮に奉納する「御塩」の伝統が残る二見浦。自然の
恵みをいかし、昔ながらの製法を守る岩戸の塩工房を見学
し、塩づくりや地域にまつわる話を職人から聞いたり、すぐ
そばの海の景色を楽しもう。おみやげの塩で、塩むすびを
作って絆を結んで。

11 12

特別「絆絵馬」に
願い事を寄せ書き＆奉納

岩戸の塩工房OISE JEWELRY

☎0596-43-2020　  伊勢市二見町江 575
 料金
特別「絆絵馬」奉納プラン2名以上1組   ¥1,500

 体験時間　9:00～15:00

 休　祭典時は体験受入不可　 所要時間　約 30分

※ご祈祷プラン　2名以上 1組 ［半年間］ ¥5,000
［ 1年間］ ¥10,000

当日
TEL 問合せ OK

当日
TEL 問合せ OK

予約は
TELにて

3日前まで

予約の場合

当日
体験
O K

TELにて

祭典時は受入不可・
当日は時間前後する

場合あり

（公社）伊勢市観光協会   TEL:0596-28-3705［お問合せ］

Futam
i kizuna m

usubi
夫婦岩

から近
い！

徒歩
圏内

～

車で
5分

WEB予約
前日 12:00 まで

WEB予約
前日 15:00 まで

夫婦岩から
徒歩5分

夫婦岩から
車で3分

二見興玉神社（ふたみおきたまじんじゃ）

 

絆
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び
体
験
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た
く
さ
ん
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る
よ

※掲載内容は 2023年 1月現在の情報です。変更になる場合がありますので、最新情報をご確認ください。

☎0596-42-1235　　伊勢市二見町江 580　
 料金　1組　￥4,400

 体験時間　11:00～16:00 

 休　不定休（じゃらん予約サイトを確認）
 所要時間　45分　 予約可能人数　1人～6人

10
2人の絆結び・伊勢めおと苔玉作り体験
絆を大切にしたいパートナーと一緒に、夫婦岩をモチーフにした苔
玉作り。伊勢の天然苔と四季の草花を使った大小セットの苔玉に、
しめ縄の飾りを付けて完成♪旅の思い出に持ち帰ってお家に飾ろう。

伊勢夫婦岩めおと横丁

当日
TEL 問合せ OK

WEB予約
当日 9:00 まで

夫婦岩から
徒歩5分

13
夫婦岩から
徒歩7分

絆結びの縁起物 貝アート体験
～平安時代から続いている雅な遊び貝合わせ～

平安時代から「貝合わせ」に使われてきた二見浦のハマグリ。貝
殻が一対になっていてぴたりと合う二枚貝は、絆結びの縁起物と
してオススメ。好きな絵柄を転写して貝アートを楽しんでお土産に。

阪本物産当日
TEL 問合せ OK

お伊勢まいりに際し心身を清める神社とし
て知られ、興玉大神（猿田彦大神）を祀る。
清らかな気持ちで参拝し、大切な人との絆
を深める祈願をしよう。

01. 二見興玉神社



☎0596-42-1760　　伊勢市二見町江 580
 料金   1人　　大人 ￥2,100　小中学生 ￥1,000　４歳以上 ￥500

　　　　　　 　 
 体験時間   9:00～16:30
　　　　  ※曜日・季節などにより変動あり

 休　なし　 所要時間　2時間　 予約可能人数   1人～14人

WEB予約
前日17:00 まで

《絆結び》
1日20組限定 ！　アーリー入館プラン
～オープン時間前の水族館を特別にお見せします～

パワースポットで絆深まる！
ペンライトアート×フォトガイドツアー

絆結びの焼印＆水引と豪華木箱付き♪
塩ようかんの型抜き体験

絆結び【願掛けカエル★絵付け体験】
素敵なプレゼントが当たるカエルみくじ付き！

絆深まる♪
皆でなりきり忍者コスプレ体験

アコヤ真珠取り出し体験×
絆結びブレスレット作り

絆結び・二見街歩き・賓日館めぐり
プライベートガイドツアー

“距離感ゼロ” が魅力の水族館「伊勢シーパラダイス」。
30分早く入館して、いつもは見られないオープン前の動物・
水族館スタッフの様子をのぞいてみませんか？ 未就学のお子
様にはオリジナル缶バッジプレゼント！

真珠のふるさと伊勢志摩の真珠専門店ならでは！本物のアコヤ貝から真珠を
取り出し、好きな天然石と組み合わせてオリジナルブレスレット作り。大切な
人とおそろいのデザインで絆を結んで。男性にもオススメのバングル型。

「良縁」の地とされる伊勢二見で、絆を深めたい旅仲間
と街歩きプライベートガイドツアー。二見興玉神社、夫
婦岩、賓日館、旅館街などを訪れ、見どころ案内はもち
ろん、おすすめのフォトスポットもガイドにおまかせ♪

大正 15年創業の老舗の看板商品・二見名物「岩戸の
塩ようかん」を、夫婦岩に型抜き体験。特注の木箱に入れ、
好きな焼印を押して。全 5色から選べる水引で縁起のい
い叶結びを作り、絆を結んでオリジナルなおみやげに。

二見興玉神社のご祭神の使いとされるカエル。境内へ奉納する陶器蛙を製
作される作家さんによる信楽焼のカエルに絵付けをし、願い事を書いてオリ
ジナルのカエル作り。体験記念の「カエルみくじ」で何が当たるかお楽しみに！

忍者衣装か着物を選べるレンタル衣装でコスプレ体験！ 
安土桃山時代の街並みが再現されている伊勢忍者キン
グダムをタイムスリップ気分で散策し、皆でポーズをキメ
て記念撮影して絆を深めよう。

伊勢むすび工房 ともいきの国 伊勢忍者キングダム

三重県真珠大洋堂

伊勢シーパラダイス

夜明け前と夕暮れの幻想的な瞬間に、夫婦岩の前でプロの
カメラマンが本格一眼レフで撮影。自分達ではなかなか撮
影できない写真は、大切な記念日や忘れられない思い出作
りにぴったり。ペンライトアートで絵やメッセージを書いて、
一緒に旅する人と絆が深まる写真を残そう。効果的な撮影
テクニックも教わって♪二見に宿泊される方は、参拝もかね
て翌日の早朝ツアーがオススメ。
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02 tokka webdesign

五十鈴勢語庵（いすずせいごあん）

2人好みのインテリアに♪
ランプシェード作り＆貝アート体験
ルームライトやオブジェにオススメなランプシェード作り。
貝アートは、殻がピッタリくっつき縁起のいい二枚貝（ハマ
グリ）に、切り絵を貼ったり、絵付け。2人の絆が深まる
こと間違いなし。

かどふさ物産店

☎0596-43-2231　　伊勢市二見町茶屋 516-2　
 料金   1組   ￥2,500 　 体験時間　10:00～17:00 　休　なし
 所要時間　1時間　 予約可能人数　2人～4人

当日
TEL 問合せ OK

前日
TEL 予約 OK

当日
TEL 問合せ OK

当日
TEL 問合せ OK

☎0596-72-8780
 料金　1人 ￥5,０00

 体験時間　早朝・夕方（日の出・日の入り時間により変動。1月は
日の出 6:50頃・日の入り16:50頃）  　休　なし
 所要時間　1時間　 予約可能人数　2人～6人

☎0596-43-2061 　　伊勢市二見町茶屋 537-25　
 料金　1人　￥2,000

 体験時間　11:00～11:30／ 13:00～13:30／ 14:00～14:30

 休　月～金  ※土日のみ体験実施　 所要時間　30分　 予約可能人数　1人～4人

☎090-6604-6708
 料金   1人 ￥2,300　 休  火曜（賓日館定休日のため）  
 体験時間   10:00～／11:00～／12:00～／13:00～　
 所要時間　2時間     予約可能人数   2人～10人

☎0596-42-1212　　伊勢市二見町茶屋 569-35　
 料金　1人　￥2,500

 体験時間   10:00～11:00／14:00～15:00

 休   12/18～1/8   所要時間   1時間　予約可能人数  1人～4人

☎0596-43-2300　　伊勢市二見町三津 1201-1　
 料金   1人（入場料込） 大人￥2,000   中高生￥1,500   小学生￥1,300

 体験時間　9:00～16:00　 休   なし（メンテナンス休業あり）
 所要時間    7時間　 予約可能人数   1人～10人

WEB予約
3日前18:00まで

WEB予約
前日 18:00 まで

WEB予約
3日前18:00まで

WEB予約
3日前12:00まで

WEB予約
前日 15:00 まで

WEB予約
当日 9:00 まで

WEB予約
当日 3 時間前まで

夫婦岩から
車で5分

夫婦岩から
徒歩7分

夫婦岩から
徒歩5分

夫婦岩から
すぐ

夫婦岩から
徒歩 10分

夫婦岩から
徒歩5分

夫婦岩から
徒歩5分

夫婦岩から
すぐ

当日
体験
O K

☎0596-43-3091／ 0120-663-186　　伊勢市二見町江 681-16
 料金　1人　￥4,950

 体験時間　10:00～10:50／11:00～11:50／14:00～14:50／ 15:00～15:50　　   

 休　なし　　 所要時間　50分　 予約可能人数　1人～6人

18:00 まで
080-4226-7678
（カメラマン直通）

前日
TEL 問合せ OK

13:00 まで

＊二見浦のハマグリは、古来より宮中の女性たちがそれで遊んだといわれる由緒あるものです。

（入場料込） 

※数に限りがありますので予めご了承ください

二見「絆結び」体験
3 STEP

カップ
ル・家族・友人・仲間で楽しめる

夫婦岩にて絆を祈願します。STEP

1
STEP

2
大注連縄で結ばれた夫婦岩があ
る二見興玉神社を参拝し、お互い
の絆を祈願しよう。

公式認定証が贈呈されます。STEP

3
「二見絆結び体験」に参加した方に、お互い
の絆が深められたことを証明するミニ注連縄
付きの認定証を贈呈。思い出として持ち帰ろう。

「二見絆結び体験」に参加します。

二見興玉神社での特別絵馬体験や、夫婦岩近
くのお店や施設を訪れて絆結び体験をしよう。
体験を楽しみながらさらに絆が深まるはず。

（通常開館時間（9:30）より30分早く入場できます） 


