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1 TELEWORK in the eastern area of Shizuoka prefecture

　東海道新幹線の新富士駅から
は、雄大な富士山を眺めながら、首
都圏に通勤・通学できます。北の方
へ足を延ばせば、富士の裾野に広が
る野原、広大な自然があります。絶
景のパラグライダーや酪農体験、
キャンプなどのアクティビティも目
白押し。富士山本宮浅間大社や白糸
の滝など、世界文化遺産となった富
士山の構成資産巡りも楽しめます。

　東海道新幹線の熱海駅、三島駅
があり、始発便でのゆったり座れる
通勤タイムが人気です。熱海駅に
はJR伊東線、三島駅にはJR東海道
本線と伊豆箱根鉄道が接続してい
ます。利便性の高いエリアながら、
少し駅を離れると富士山を望むの
どかな風景が広がります。箱根方
面へも下田方面へも、日帰りで行
き来ができます！

　わさびや原木しいたけ、みかん、
海鮮など、美味しいものの宝庫で
す。修善寺温泉や天城湯ヶ島温
泉、伊東温泉などで日帰り温泉巡
りも楽しめます。春になると、あち
こちで桜が咲き誇ります。秋には
紅葉。伊豆の春夏秋冬の美しさは
格別です。地域によって差があり
ますが、駅から離れたところでは、
車は必需品です。
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富士山周辺エリア

　富士宮市

　富士市

　御殿場市

　裾野市

　小山町

テレワーク移住に最適！

テレワークにぴったりの静岡県東部地域って？
東京・横浜からほど近い静岡県東部地域は、富士箱根伊豆国立公園を有する国内有数の美しい自然景観が広
がっています。
温暖で過ごしやすい気候と豊かな水の恵み、そして富士山と韮山反射炉という2つの世界遺産、時代ごとに日本
の歴史を彩ってきた史跡の数々など、ワーケーション・リゾートとしての理想的な要素がそこかしこに満ちあふ
れているエリアです。

明るい陽光が降りそそぐ、自然ゆたかで温暖な静岡県東部エリア。
都会からわずか1時間圏内のその地には、あなたがまだ知らなかった理想のワーキングエリアがあります！

静岡県東部地域

●富士宮市　●富士市

●御殿場市　●裾野市

●小山町

●沼津市　●熱海市

●三島市　●函南町

●清水町　●長泉町

●伊東市　●伊豆市

●伊豆の国市

自然満喫エリア富士山周辺エリア

富士山周辺エリア

アクセス良好エリア

自然満喫エリア

魅力あふれる つのエリア3
アクセス良好エリア

アクセス良好エリア

　沼津市

　熱海市

　三島市

　函南町

　清水町

　長泉町

自然満喫エリア

　伊東市

　伊豆市

　伊豆の国市

テレワーク・ワーケーション関連施設一覧

©伊東市
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3 TELEWORK in the eastern area of Shizuoka prefecture

富士山周辺エリア編3泊4日
モデルプラン

気軽に! おためしテレワーク

世界遺産・富士山を間近に見仰ぐ雄大な景観の中で、
開放的で充実した時間を過ごせます。

「アウターネットワーク」

田貫湖 富士宮やきそば 富士山本宮浅間大社 白糸の滝／音止の滝

見どころ＆体験

見どころ＆体験

見どころ＆体験

見どころ＆体験

s_pl@tt FUJISPARK

御殿場高原時之栖

富士山樹空の森

キリンディスティラリー
富士御殿場蒸溜所

御殿場
プレミアム・アウトレット

東山旧岸邸

富士サファリパーク

1st.DAY
富士宮市

3rd.DAY
御殿場市

4th.DAY
裾野市・小山町

2nd.DAY
富士市

◆お問い合わせ：TEL.0544-27-0201   http://outer-network.com

◆お問い合わせ：TEL.0544-23-6666　https://www.fujinomiya-fujikyuhotel.jp

◆お問い合わせ：TEL.0545-37-0100　https://fujispark.com/79104

宿 泊

宿 泊

宿 泊

◆お問い合わせ：TEL.0550-89-4909

◆お問い合わせ：TEL.0550-81-3122
https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba

駅近で、商店街の中に位置するレンタルオフィス。

利便性が良く、オフィスの窓から雄大な富士山が望めます。

富士宮駅から徒歩約2分。

街中の森林のような落ち着きを感じる

全室Wi-Fi対応のホテルです。

富士宮富士急ホテル

ふじのくに田子の浦みなと公園 岩本エリアの茶畑 富士山こどもの国 富士市中央公園

富士山が一望できるビュー、

複合型スポーツ施設＆宿泊可能型コワーキングスペース！

富士の裾野の広大な敷地の中に

宿泊施設や温泉、地ビール、アクティビティなどが

多彩に揃った総合リゾート。

◆お問い合わせ：TEL.0550-87-3700（宿泊予約センター）
https://www.tokinosumika.com

約290店舗が揃う日本最大の

アウトレットモールです。

「遊んで・学んで・癒されて」を

テーマとした 新しい形の公園施設です。

◆お問い合わせ：TEL.0550-80-3776
http://jukuu.jp/

かつて首相を務めた岸信介氏の自邸が

再整備された公園です。

◆お問い合わせ：TEL.0550-83-0747
https://www.kyu-kishitei.jp

富士山のふもとに位置し、モルトウイスキーと

グレーンウイスキーの両方を仕込みから壜詰めまで

一貫して行っている世界でも稀な蒸溜所です。

車で周遊しながら

車窓から様々な野生動物を

観察できます。

◆お問い合わせ：TEL.055-998-1311　https://www.fujisafari.co.jp/

ぐりんぱ

◆お問い合わせ：TEL.055-998-1111　http://www.grinpa.com

ウルトラマンパークやシルバニアビレッジなど

多彩な施設やアトラクションを持つ、

富士山二合目・大自然の中のテーマパークです。
富士スピードウェイ

◆お問い合わせ：TEL.0550-78-1234

富士山を望む、日本を代表するレーシングコース
あしがら温泉

◆お問い合わせ：TEL.0550-76-7000

首都圏からも訪問しやすい日帰り温泉

ワーキング

ワーキング＆宿泊

ワーキング＆宿泊

www.kirinfactory.jp/gotemba/
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見どころ＆体験

見どころ＆体験

見どころ＆体験

見どころ＆体験

1st.DAY
三島市・長泉町 3rd.DAY

沼津市・清水町
熱海市

4th.DAY
熱海市

2nd.DAY
三島市・函南町

沼津市

富士山三島東急ホテル

三嶋大社

伊豆国の一の宮として栄え、源頼朝が源氏再興

を祈願したことでも知られています。

せせらぎ散策

三島市街には富士の湧水が

優しくせせらぎます。

うなぎ

三島を代表するグルメ。

数多くの専門店が軒を連ねます。

日本最長の歩行者専用吊橋「三島スカイウォーク」。

吊橋からは、富士山、駿河湾、伊豆の山々などの絶景が楽しめます。

ホテルリブマックス沼津駅前

沼津港飲食店街

沼津港ならではの新鮮な海鮮

を楽しめる人気スポットです。

沼津港深海水族館
シーラカンス・ミュージアム

日本唯一の深海に特化した水族館！

大瀬崎

海越しの富士やダイビングで

知られる沼津の人気スポット。

十国峠

伊豆、相模、駿河から、遥かに

安房、下総まで10の国が

見渡せることから名づけられました。

クレマチスの丘

花・アート・食をコンセプトとした

長泉町の複合文化施設です。

柿田川

「名水百選」「21世紀に残したい日本の自然百選」

にも選ばれた、東洋一の湧水群です。

「伊豆」の名はこの古社にちなんで

名づけられました。

高台にある境内からは、

眼下に相模灘を望めます。

◆お問い合わせ：TEL.055-991-0109

◆お問い合わせ：TEL.055-961-0080

◆お問い合わせ：TEL.055-972-0084　https://mishima-skywalk.jp

アクセス良好エリア編3泊4日
モデルプラン

気軽に! おためしテレワーク

東京から1時間圏内と、良好なアクセスが自慢！
利便性と豊かな環境を贅沢に満喫することができます。

富士山を一望。温浴施設や地元食材を使った

味覚などを通して、富士・三島の魅力を楽しめます。

宿 泊

宿 泊

宿 泊

https://www.tokyuhotels.co.jp/mishima-h

三島スカイウォーク

ワーキング＆宿泊

ワーキング＆宿泊

沼津駅南口から徒歩約2分！テレワークはもちろん、

観光の拠点にも便利な好立地です。

熱海ベイリゾート後楽園
ワーキング＆宿泊

伊豆山神社

◆お問い合わせ：TEL.0557-80-3164
https://izusanjinjya.jp

熱海の夜景や相模灘を一望する、上質なくつろぎ空間。

ホテル隣接の日帰り温泉施設

「オーシャンスパ Fuua」も大好評です。

◆お問い合わせ：TEL.0557-81-0041（熱海後楽園ホテル予約センター）
https://www.atamikorakuen.co.jp/workation/

https://www.hotel-livemax.com/shizuoka/numazust
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見どころ＆体験

見どころ＆体験

見どころ＆体験

1st.DAY
伊豆の国市

3rd.DAY
伊東市

4th.DAY
伊東市

韮山反射炉

近代日本の発展に大きく貢献した

世界遺産認定施設です。

北條寺

鎌倉幕府二代執権、北条義時が

創建したと伝えられる寺院です。

願成就院

北条氏の氏寺として長く繁栄し、

現存する運慶作5体の仏像群は

すべて国宝です。

伊豆パノラマパーク

葛城山頂から富士山や南アルプスを

見晴らす雄大なパノラマが楽しめます。

修善寺温泉

伊豆半島で最も歴史のある、

「日本百名泉」にも選ばれた

著名な温泉地です。

お仲間やご家族の皆さんで楽しく

自転車の魅力を満喫できる

レジャー施設です。

大室山

伊豆・伊東・伊豆高原のランドマーク。

国指定天然記念物としても知られます。

様々なアトラクションが楽しめる

一大レジャーパーク。

夜は「伊豆高原グランイルミ」を開催！

池田20世紀美術館

2nd.DAY
伊豆市

◆お問い合わせ：TEL.055-948-1525
　https://www.panoramapark.co.jp

◆お問い合わせ：TEL.0558-79-0001

◆お問い合わせ：TEL.0557-51-1122（代）
https://granpal.com
https://granillumi.com

◆お問い合わせ：TEL.0557-51-0258
　　　　　　　 https://omuroyama.com/

コナステイ伊豆長岡

◆お問い合わせ：TEL.055-948-0055　https://www.konastay.jp

宿泊だけでなく、ワーキングや温泉、自転車などの充実した

あなたの休暇をより豊かにするホテルです。

宿 泊ワーキング＆宿泊

自然満喫エリア編3泊4日
モデルプラン

気軽に! おためしテレワーク

伊豆の美しい自然の中で、思いのままに心をくつろがせながら、
理想的なワーキングタイムを堪能してください！

浄蓮の滝 わさび

自転車の国
サイクルスポーツセンター

https://www.csc.or.jp

伊豆マリオットホテル修善寺

◆お問い合わせ：TEL.0558-72-1311　https://www.izu-marriott.com/

宿 泊ワーキング＆宿泊

富士や天城連山を望む絶景のホテル。

名湯修善寺温泉も楽しめ、贅沢なステイを満喫できます。

ISOLA伊豆高原

◆お問い合わせ：TEL.0557-53-9313　https://isola-izukogen.studio.site

ワーキング＆宿泊

伊豆高原に誕生したワーケーション特化型リゾート。

企業研修からヨガ合宿まで様々なニーズに対応しています。

伊豆ぐらんぱる公園

宇佐美海岸すぐそばのコワーキングスペースです。

素晴らしい自然の中でコミュニケーションの輪が広がります。

◆お問い合わせ：TEL.090-6643-1833
https://www.event-4season.com/

コワーキングスペース CoLabo

伊豆ならではの海鮮グルメを

ワーケーションのお土産に！

◆お問い合わせ：TEL.0557-36-1930

徳造丸 海鮮家 伊東駅前店

http://1930.co.jp/kaisenya/itoeki

見どころ＆体験

提供：伊豆の国市
宿 泊
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　自転車に魅せられ、かねてから自転車中心のライフスタイルを

求めていたという和歌山県出身のMさん。

　大阪の会社に在籍し、カレンダーや名刺、ノベルティグッズなど

の開発や、新規プロジェクトのマネージャーとして約10名のスタッ

フの統括業務を担当する中、コロナを機に沼津へのテレワーク移

住を果たしました。

　「自転車で走るには都会は車が多すぎるので、思う存分に自転車

を満喫できる地域を探してここ沼津を見つけました」

　現在は沼津の自宅をメインオフィスとし、月に1～2度の大阪出

社の他は、定例会議や日々の打合せなどもすべてリモートで消化

しながらご自身の業務に打ち込んでいます。

　会社は9：30～18：30が定時ですが、Mさんは就業前の早朝や

終業後の時間に自転車で毎日80km～100kmほどを走破。月の走

行距離はゆうに2,000kmを越えるそう。

　家から毎日富士山が見られる贅沢さに「今はもう大阪に戻りた

いとは思えない」と言います。

　「グランフォンド世界選手権」への出場をビッグな目標に、今日も

充実のテレワークライフを楽しんでいます。

沼津市在住：Mさん
大阪の企業に在籍しつつ、ご自分の夢をかなえて
沼津市でのテレワーク移住を満喫中

沼津へのテレワーク移住で、
心おきなく自転車に打ち込める
理想のライフスタイルを確立

自転車とともに暮らせる心地よい日々を
沼津で見つけました

テレワーク移住者INTERVIEW-1

　都内でフリーランスのアートディレクターとして活動していた石

川さんは、東日本大震災とお子さんの小学校入学を機に大きく環

境を変えようと、テレワークで仕事を継続しつつ出身地の富士市

へUターン移住して約10年。

　「もしもそのまま都内で子育てをしていたら、居住環境や学校環

境、習い事など、あらゆる面で今よりも大変だったと思う」と振り返

るように、広々とした住まいや学校でのびのびと子育てができる富

士市の環境の良さを日々実感しています。

　「一応の通信環境さえあれば、仕事にはまったく問題はありませ

んね」というのが時代に先がけてテレワーク活動を続けてきた石

川さんの実感。

　レギュラーの仕事を中心に打合せはほぼリモートで済むので、

特に対面が必要な仕事や時折東京を訪れる他は、ご自身の仕事を

集中して進めることができると、もっぱらテレワークの利点を語っ

てくれました。

　映画好き、舞台好きの石川さん。地元のエンターテイメントや文

化活動の輪がもっと広がって欲しいと、お仲間とともにコンサート

の企画プロデュース活動なども積極的に行っているそうです。

仕事と子育て、プライベート
その3つを欲張りに
しかもバランス良く享受できます

お子さんの小学校入学を機に
地元富士市へUターン移住

テレワーク移住者INTERVIEW-2

月 :在宅

火 :在宅

水 : 出社

木 :在宅

金 :在宅

土 : 休日

日 : 休日

リモート会議・サイト管理業務

定例リモート会議・プロジェクト企画

大阪に出社、対面業務ほか

リモート会議・サイト管理業務

プロジェクト企画

自転車で下田への遠乗り

トレーニングなど

Mさんの一週間

月 :在宅

火 :在宅

水 :在宅

木 : 出張

金 :在宅

土 : 休日

日 : 休日

リモートでの打合せ・デザイン確認

デザイン制作

地元でコンサート企画打ち合わせ

東京で打合せの後、演劇などを鑑賞

デザイン制作

イベント等を取材後、ブログアップ

業務状況に合わせてプライベートタイムを確保

石川さんの一週間

富士市在住：石川さん
都内でアートディレクターとして活動している中、
2011年に地元・富士市にUターン移住
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仕事と子育て、プライベート
その3つを欲張りに
しかもバランス良く享受できます

お子さんの小学校入学を機に
地元富士市へUターン移住

テレワーク移住者INTERVIEW-2

月 :在宅

火 :在宅

水 : 出社

木 :在宅

金 :在宅

土 : 休日

日 : 休日

リモート会議・サイト管理業務

定例リモート会議・プロジェクト企画

大阪に出社、対面業務ほか

リモート会議・サイト管理業務

プロジェクト企画

自転車で下田への遠乗り

トレーニングなど

Mさんの一週間

月 :在宅

火 :在宅

水 :在宅

木 : 出張

金 :在宅

土 : 休日

日 : 休日

リモートでの打合せ・デザイン確認

デザイン制作

地元でコンサート企画打ち合わせ

東京で打合せの後、演劇などを鑑賞

デザイン制作

イベント等を取材後、ブログアップ

業務状況に合わせてプライベートタイムを確保

石川さんの一週間

富士市在住：石川さん
都内でアートディレクターとして活動している中、
2011年に地元・富士市にUターン移住
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熱海市在住：能勢さん
東京の会社でファンベース・コミュニケーション
プランナーとして企画立案やセミナーを実施
2012年に熱海移住

三島市在住：結城さん
IT関連企業でマスマーケティングや役員の
アシスタント業務に従事、2021年に三島に移住

お試し感覚で始めた
熱海移住で
自分らしさを満喫！

　東京の会社でファンベース・コミュニケーションプランナーとして

活動を展開している能勢さんが熱海に移住したのは2012年のこと。

　都会での仕事に確かな充実感と手応えを感じている中で、ふと

「自分の時間」を意識したことから2拠点生活を検討し始めたのだ

そうです。

　数々の候補地の中から熱海を選んだのは、勤務地の東京とご実家

のある飛騨高山のどちらにも行き来がしやすいという地の利から。

「とりあえずお試し」と軽い気持ちで始めた2拠点生活でしたが、最近

はコロナ禍で出社の必要性が減り、どこでも働くことができる時代

になったこともあって、現在は熱海1拠点での生活を送っています。

　ご自宅やシェアオフィスなど、業務内容や気分にあわせて自由に

仕事場を選んでいるという能勢さんがつねづね実感するのは、居

心地のいい場所で仕事をすることの開放感と充実感。「つねに何か

に追われていたり、情報が沢山見えてあふれている東京よりもはる

かに集中力が高まるんです」と言います。

　熱海では心身ともに健康的なライフスタイルが実現でき、素の

自分らしくONもOFFも統合されるような、リラックスして充実し

た日々を送っています。

　またプライベートではNPO法人熱海キコリーズの代表としても

活動。豊かな森の保全活動や間伐材の活用、また人々に「体験の

場」を提供できる森の環境づくりなどに幅広く取り組んでいます。

好きな場所で暮らし、働く、その充実感は
都会ではけっして得られない

　2021年4月に三島に移住した結城さん。8月には新居も完成し、

ご家族3人での暮らしを満喫しています。

　三島に移住したのは、仕事で三島を来訪する機会の多かった

パートナーがその環境の素晴らしさに魅入られ、移住を相談され

たのがきっかけ。結城さんご自身も実際に三島に遊びに来たとこ

ろ、駅前にさえ森と清水がある街の美しさと開放感がひと目で気

に入り、このままずっと東京で子育てすることに不安もあったこと

から、お子さんの小学校入学を機に移住を決心したそうです。

　三島移住後の仕事にもほぼ影響はなく、水曜日に東京に出社す

るほかは自宅勤務。様々な打合せもほぼリモートで行っています

が、以前よりもポイントを絞って打合せができるため、むしろ効率

はUpしていると言います。

　そんな結城さんがテレワーク移住での最大のメリットと感じて

いるのが「時間の余裕」。通勤やその準備などに要していた時間を

勉強や家事、お子さんと一緒の時間などに使えるという心の余裕

が、クオリティ・オブ・ライフを飛躍的に高めています。

　ただ今、運転免許の取得にチャレンジ中という結城さん。「自由

な移動手段を手に入れて行動範囲が広がれば、家族での三島暮ら

しがもっともっと楽しく充実したものになりそうです」と笑顔で

語ってくれました。

駅前に豊かな森があり、美しい水が流れる
三島の街に、ひと目で魅了されました

月 :在宅

火 :在宅

水 : 出社

木 :在宅

金 :在宅

土 : 休日

日 : 休日

自宅 or シェアオフィス

自宅 or シェアオフィス

東京出社、撮影やイベント準備など

自宅 or シェアオフィス

自宅 or シェアオフィス

熱海キコリーズの活動やセミナー講師など

　　　　　　　　〃

能勢さんの一週間

月 :在宅

火 :在宅

水 : 出社

木 :在宅

金 :在宅

土 : 休日

日 : 休日

在宅勤務・リモート会議など

在宅勤務

東京に出社、対面業務ほか

在宅勤務

在宅勤務

お子さんと一緒の休日を満喫

　　　　　　〃

結城さんの一週間

テレワーク移住者INTERVIEW-3 テレワーク移住者INTERVIEW-4

三島に来てからは、
仕事やプライベートを問わず
いつでも子どもを見守れます
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