
ＪＴＯ 伊豆半島自転車旅 ２０２１ 
伊豆半島の沿岸部各地を巡る一周自転車ライド ２日間２０２１年４月１０日(土)～１１日(日) 

熱海→南伊豆→伊豆長岡 走行距離２００ｋｍ 獲得標高３５２３ｍ 

 

 
熱海駅発～伊豆長岡駅着 伊豆半島沿岸部周遊 １０月１７日(土)～１０月１８日(日) ２ステージ 



① ４月１０日(土)熱海駅→南伊豆 ９６ｋｍ １４７２ｍ  

② ４月１１日(日)南伊豆→伊豆長岡駅 １０４ｋｍ ２０５１ｍ  

 
前泊推奨 東横イン熱海駅前 〒413-0005 静岡県熱海市春日町１２−４ 0557-86-1045 

 
 

１日目 ４月１０日(土)７時４５分 集合 

集合場所：ＮｅｗＤａｙｓ熱海 前 〒413-0011 静岡県熱海市田原本町 11-131-1 ＪＲ熱海駅１Ｆ 0557-81-0202 

※出発前、コース説明、宿泊食事説明を含めたブリーフィングを行います。 

参考新幹線 東京駅６時５７分発→熱海駅７時４２分着 
※サポートカーは駅前駐車場で出発時間前から待機しています。 

 
自転車の、東京近郊からの運搬希望者は別途事前相談下さい。 

・出走前にお客様自身で自転車を組み立てていただき、ライドスタートとなります。 

・出発前日夜、当日朝に、コース説明、宿泊食事説明を含めたブリーフィングを行います。 

・出発前日夜の夕食は含みません。各自、熱海駅周辺等でお取り下さい。 

※東海道新幹線で自転車輪行をする場合は、自転車の持ち込みは事前予約が必要になります。 

８時    ライドスタート 各自推奨コースに従って、南伊豆までライド 

通過目安 

① １０時 ２６ｋｍ地点 セブンイレブン伊東川奈店 伊東市川奈 1225-32 0557-44-0711 

② １３時 ５０ｋｍ地点 伊豆稲取 網元料理徳造丸 魚庵 賀茂郡東伊豆町稲取 3009-18 0557-95-1930 

③ １５時 ７５ｋｍ地点 伊豆急下田駅 ローソン下田駅前店 下田市 1-1-1 0558-22-7066 

④ １７時 ９６ｋｍ地点 旅館 河内屋 南伊豆町下賀茂 436-1 0558-62-1234(日没時刻１７時３６分) 

熱海→東伊豆→南伊豆 １００km １５４０m 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/e09ac7e4ae334d43af5d5209feedd685 

 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/e09ac7e4ae334d43af5d5209feedd685


昼食推奨 東伊豆 徳造丸 http://1930.co.jp/ 

 
東伊豆 食いしん坊 錦 https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220503/22015125/ 

 
東伊豆 うめや食堂 https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220503/22001159/ 

 
甘味 下田 平井あんパン 黒船最中 伊豆のうさぎ 

 

 
観光 熱海 お宮の松 扇崎展望台  伊東 オレンジビーチ 城ヶ崎海岸 

 
東伊豆 稲取岬  下田 千畳敷 白浜海岸  南伊豆 弓ヶ浜 石廊崎 

 
宿泊 南伊豆下賀茂温泉 ホテル河内屋 〒415-0303 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 436-1 0558-62-1234 
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２日目（５時５４分日出） 

南伊豆～伊豆半島西沿岸部ライド～伊豆長岡温泉ゴール 

６時３０分 朝食 

７時３０分 ライドスタート 各自推奨コースに従って、伊豆長岡温泉までライド 

通過目安 

⑤ １０時 ３１ｋｍ地点 ファミリーマート松崎町松崎店 賀茂郡松崎町松崎 63-2 0558-43-2251 

⑥ １２時 ５６ｋｍ地点 土肥金山 伊豆市土肥 2726 0558-98-0800  

⑦ １５時 ７３ｋｍ地点 道の駅くるら戸田 〒410-3402 静岡県沼津市戸田 1294-3 TEL:0558-94-5151  

⑧ １７時 １００ｋｍ地点 伊豆長岡温泉 弘法の湯長岡店 055-948-2641 

ライド終了した方から温泉入浴下さい 

伊豆長岡温泉 入浴・出発 弘法の湯長岡店 〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡 1110 TEL:055-948-2641 

南伊豆→伊豆西海岸→伊豆長岡温泉 １０３km ２０９０m 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/77819bb6105f4977b20a847e98a2ac7c 

 
昼食推奨 伊豆市 食事処 澤 https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220504/22001286/ 

 
土肥金山 食事処 葵 https://www.toikinzan.com/eat/#aoi 
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土肥温泉 さくら https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220504/22015985/ 

 
土肥温泉 しま長 https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220504/22018795/ 

 
網元 光徳丸 高足蟹 http://www.koutokumaru.com/wp/kaniya/menu_list/ 

 
甘味 伊豆の心太 ところてん https://izu-moritaya.jp/ 

 
甘味 伊豆長岡 黒柳饅頭 https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220504/22004498/ 

 
観光 南伊豆 波勝崎  西伊豆 堂ヶ島  伊豆 恋人岬 土肥金山   

 
沼津 戸田港 大瀬崎 長浜城跡 伊豆の国パノラマパークロープウエー 
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入浴・後泊推奨 伊豆長岡温泉 弘法の湯(伊豆長岡駅から２ｋｍ) http://www.koubounoyu.jp/nagaoka/ 

 
夕食推奨 伊豆長岡 カルロッタ イタリアン(弘法の湯前 店内夕食) 

 
・伊豆長岡温泉 弘法の湯では、館内で入浴前後に食事ができます。 

東京行き推奨電車：伊豆長岡温泉駅１８時３６分発→三島駅乗換→２０時１８分東京駅着 

大阪行き推奨電車：伊豆長岡温泉駅１９時０６分発→三島駅乗換→２２時０９分新大阪駅着 

ライド・入浴が終了後、 伊豆長岡温泉弘法の湯・伊豆長岡駅で解散  

 

●参加費用：６０,０００円(税込) ２ライド＆１泊 
参加費 ６０,０００円(Ａ+Ｂ) 税込額 

Ａ：ライドエントリー費 ２２,０００円(１０日：１１,０００円 １１日：１１,０００円) 

 サポートカー個人荷物運搬費、車両費、傷害保険料、スタッフ同行料、補助飲料栄養料、サポート料を含みます 

 ※自転車保険は各自で必ず個人賠償責任金額２億円以上の保険にご加入下さい。 

B：旅行参加費 ３８,０００円 

宿泊+夕食+朝食、自転車室内保管料、スタッフ同行サービス料、旅行保険料を含みます。 

 ※昼食代・一定以上の補給食代は含みません 

部分参加可能です。複数日程でライド参加される場合は、主催者指定の旅行参加・指定宿泊場所への宿泊下さい。 

 

参加費用に含まれるもの 

・サポートカー 運行料・追走サポート料 

・南伊豆 入浴・宿泊(男女別相部屋)・夕食・朝食 

・自転車館内保管場所占有料 （旅館内・車内） 

・サポートフード＆ドリンク 

・最終日ライド終了時の入浴料(衛生確保のため、帰路につく前にご入浴下さい) 

・添乗員同行料 

・旅行保険料 

料金に含まれないもの 

・初日朝食 全昼食 最終日夕食 各自追加飲料 

・ご自宅から集合場所までの移動費・自転車運搬費 

・自転車保険（個人賠償責任金額２億円以上の保険にご加入下さい） 
 

●ご自宅から現地までの自転車搬送を希望される方は事前相談下さい。 

●ご自宅から現地までの移動の手配を希望される方は事前相談下さい。 

http://www.koubounoyu.jp/nagaoka/


申込：指定メールアドレス soma@jtourism.jp 

に以下の情報を添えて、申込ください。 

申込いただいた方に振込先銀行口座や詳細案内を送付致します。 

・参加日程 

・名前 

・性別 

・誕生日 

・住所 

・携帯電話番号 

・自宅電話番号 

・メールアドレス 

・当日連絡可能な連絡先（携帯電話） 

・緊急連絡先（携帯電話・代理連絡可能な方に繋がる電話）※本人以外 

 

◆身長［レンタサイクル選択者］ ※オプション(レンタサイクル)を選択した場合のみ表示 

◆自転車経験有無：有 or 無 

◆自転車所持有無：有 or 無 

◆一日最長乗車距離経験 距離ｋｍ表示 

 

キャンセル規定 

ライドエントリー費 

参加者の都合で参加出来なくなった場合は払い込まれたライドエントリー費は返却致しません。 

主催者の都合で企画が実施されなくなった場合は、ライドエントリー費は返却致します。 

 

旅行参加費 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、取消日  

20 日～8 日前まで 旅行代金の 20％ 

7 日～2 日前まで 旅行代金の 30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始日の当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後の解除無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

取扱 株式会社ビーエス観光 観光庁長官登録旅行業第３４７号 日本旅行業協会正会員 

企画 一般社団法人日本ツーリズム協会 代表理事 相馬幹広 ０９０－４５６８－１４４４ 

〒105-0004 東京都港区新橋 3-2-7恭和ビル 2階 株式会社ビーエス観光内 

E-Mail : soma@jtourism.jp  ホームページ： http://jtourism.jp/ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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