
ＪＴＯ 房総半島 自転車旅  
２０２１年４月２４日(土)～２６日(月) ３ステージ 総距離４４４ｋｍ 総獲得標高３６７６ｍ 
https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/a085a4a10cfc4fd7998c963021da5106 

 

 
４月２４日(土)市川駅発犬吠埼着 江戸川・利根川沿岸 河川輸送の歴史を辿る 河川敷ライド １３１ｋｍ－４６０ｍ 

４月２５日(土)銚子発金谷港着 九十九里浜・房総南端 日出～日没 房総一周アタックライド ２０８ｋｍ－１２７１ｍ 

４月２６日(日)金谷港発着 鹿野山・清澄山～鴨川～愛宕山～金谷港への山岳アタックライド １０５ｋｍ－１９４５ｍ 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/a085a4a10cfc4fd7998c963021da5106


千葉県の、周遊４４４ｋｍ-獲得標高３６７６ｍを３日間でアタックロングライド。 

サポートカーはチェックポイントを辿ります。自転車走行時、不要な荷物を車で運搬し、完走をサポートします。 
自転車搬送方法 

・自走もしくは輪行袋に入れての輪行運搬で持参(東海道新幹線等、運搬の事前予約が必要な経路があります)集合下さい。 

・ご自宅から現地までの新幹線・飛行機等の移動の手配を希望される方は事前相談下さい。 

・受付時にコース説明、食事説明を含めたブリーフィングを行います。 

前泊推奨 市川グランドホテル 夕食推奨 レストラン Matsuo たんや十兵衛 らー麺あけどや 

  
４月２４日(土) ７時集合 受付・ブリーフィング 

ＪＲ総武線市川駅 北口ロータリー デイリーヤマザキ前 〒272-0034 千葉県市川市市川１丁目７−７ 電話：047-324-7074 

朝食推奨 市川駅北口周辺 富士そば(24H) 松屋(24H) デリフランス(７時～)ハンガーノック防止のため、朝食を推奨します 

  
1st-Stage 市川駅～江戸川サイクリングロード～利根運河～利根川サイクリングコース～銚子～犬吠埼 １３１ｋｍ－４６０ｍ 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/3e64c2ab380f446cbb3504cd6f41b2b0 

 

 
昼食推奨 印西市木下駅(５２ｋｍ地点) 弥生寿司 創作イタリアンＫＵＲＯ 栄町安倉駅(６２ｋｍ地点)さかた鰻 石亭蕎麦 

  
成田市滑川駅(７２ｋｍ地点)あぐり亭蕎麦 椎名食堂  香取市佐原駅(８８ｋｍ地点)長谷川鰻 日の出牧場とんかつ 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/3e64c2ab380f446cbb3504cd6f41b2b0


  
経由 江戸川サイクリングロード 運河河口公園 利根運河 利根川サイクリングロード 

 
観光休憩推奨 発酵の里こうざき 水郷佐原あやめ園 銚子大橋 犬吠埼（日没時刻 １８時２０分） 

 
宿泊 絶景の宿犬吠埼ホテル 〒288-0012 千葉県銚子市犬吠埼９５７４−１ 

 

 
宿泊 犬吠埼観光ホテル 〒288-0012 千葉県銚子市犬吠埼１０２９３ 0479-23-5111 

 

 
朝食 鯖押し寿司 サバカレー 魚缶詰 卵巻寿司  

※日の出時刻が４時５６分と早いため、ホテルの朝食を食べずに出発します。銚子産の朝食をスタート前にご用意します。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8_tOlo9DcAhVKW7wKHSBPCeoQjRx6BAgBEAU&url=https://tabelog.com/chiba/A1204/A120404/12033500/dtlmenu/&psig=AOvVaw2tCWIIz9-8lgCTQeh_m2o2&ust=1533364815793158


 
2nd-Stage 犬吠埼～九十九里浜～勝浦～野島崎～洲崎～金谷港 ２０８ｋｍ １２７１ｍ 日の出４時５６分 日没１８時２０分 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/67c376cd8016481c8a40b12375cce2d3 

 

 
５時 各自スタート 通過時間 

① ５時 犬吠埼 日の出 スタート 

② ５時半 ８ｋｍ地点 飯岡灯台 九十九里浜を見渡す絶景 

③ ６時半 ３８ｋｍ地点 蓮沼海浜公園 

④ ９時半 ６８ｋｍ地点 上総一ノ宮 

⑤ １１時半 ９８ｋｍ地点 勝浦 昼食推奨 

⑥ １３時半 １２０ｋｍ地点 安房鴨川  

⑦ １４時半 １４２ｋｍ地点 千倉 

⑧ １５時半 １６１ｋｍ地点 相浜 

⑨ １７時  １８８ｋｍ地点 館山 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/67c376cd8016481c8a40b12375cce2d3


⑩ １８時  ２０８ｋｍ地点 金谷港 かぢや旅館入浴・宿泊 

昼食推奨 勝浦(９８ｋｍ地点) 海鮮焼肉 韓海焔 Zackばらん 和食さわ タンタンメンひさご  

 
安房小湊(１１２ｋｍ地点)なかむら 安房鴨川(１２０ｋｍ地点) 笹元寿司 ＣＡＳＡイタリアン 馬琴ラーメン 

  
観光休憩推奨 犬吠埼 屛風ヶ浦 飯岡灯台 九十九里浜  

 
蓮沼海浜公園展望塔 大東埼灯台 月の砂漠 勝浦灯台  

 
勝浦城跡 鵜原理想郷 誕生寺 鯛の浦  

 
鴨川松島 仁右衛門島 和田浦 安田メロン農園  

 
高家神社 房総フラワーライン 野島崎灯台 平砂浦ふれあいショップ  

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXpJaa6ubcAhXVAIgKHbfpCkwQjRx6BAgBEAU&url=https://tabelog.com/chiba/A1207/A120701/12003870/&psig=AOvVaw1Mtaf4SXj2Ii8ftVNEPnuQ&ust=1534139753859019
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://tblg.k-img.com/restaurant/images/Rvw/50615/640x640_rect_50615045.jpg&imgrefurl=https://tabelog.com/chiba/A1207/A120703/12037345/&docid=33nEfi2NzUf6zM&tbnid=SKW2xGFviBEWHM:&vet=10ahUKEwil1ZnHlercAhVJErwKHQikBwwQMwg7KAowCg..i&w=640&h=480&bih=441&biw=1011&q=%E5%AE%89%E6%88%BF%E5%B0%8F%E6%B9%8A%20%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%82%80%E3%82%89&ved=0ahUKEwil1ZnHlercAhVJErwKHQikBwwQMwg7KAowCg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs5a6F0c3cAhUPNbwKHQWsDJAQjRx6BAgBEAU&url=http://enluc.jp/hptop/chibaspot/2013/08/post-63.html&psig=AOvVaw1SX4NVP-ZI37d_dKa8QQ5G&ust=1533273893161655
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEmOvIz83cAhUEu7wKHYloCawQjRx6BAgBEAU&url=https://blogs.yahoo.co.jp/r13101310/23810251.html&psig=AOvVaw33f6pXo0Buj798goCgqCm9&ust=1533273633926296


洲崎神社 洲崎灯台 館山城 なぎさの駅館山 

 
ひふみ養蜂園 崖観音 鋸山 金谷港 

 
宿泊 かぢや旅館 〒299-1861 千葉県富津市金谷３８８７ 0439-69-2411 

 

 
宿泊 海辺の湯 〒299-1861 千葉県富津市金谷５２５−１７ 0439-69-8500 

 

 
3rd-Stage 金谷港～鹿野山～亀山湖～清澄山～鴨川～愛宕山～金谷港 房総山岳 １０５ｋｍ－１９４５ｍ 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/eecece6e07c84f13af8694ab76ca4e46 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/eecece6e07c84f13af8694ab76ca4e46


 

 
７時半 金谷港 スタート 

① ９時  ２２ｋｍ地点 鹿野山 

② １０時 ４４ｋｍ地点 上総亀山 

③ １１時 ５６ｋｍ地点 清澄山 

④ １３時 ６２ｋｍ地点 安房鴨川 

⑤ １５時 ８４ｋｍ地点 愛宕山  

⑥ １５時半 ８８ｋｍ地点 大山千枚田 

⑦ １６時 ９２ｋｍ地点 横根峠 

⑧ １７時 １０５ｋｍ地点 金谷港 ゴール 

昼食推奨 安房鴨川 寿司笹元 イタリアンＣＡＳＡ ラーメン馬琴 おらが丼藤よし 

 
観光休憩推奨 マザー牧場 鹿野山九十九谷展望公園 房総スカイライン 亀山湖 

 
清澄寺 亀田酒造 大山千枚田 横根峠  



 
千葉県最高峰愛宕山アタック 長狭中学校前交差点から国道４１０号へ 片道７ｋｍ－獲得標高３０９ｍ 

長狭街道 峯岡愛宕山航空自衛隊分屯基地入口(入場･通抜は不可) 愛宕山遠景 

 
入浴 かぢや旅館立ち寄り湯 海辺の湯 

  
帰途夕食購入 金谷港 THE FISH  船主 総本店 

  
金谷港から東京湾フェリー利用か、浜金谷駅から電車利用で帰宅推奨 

帰途推奨フェリー 金谷港→久里浜港  

１７時２０分発→１７時５５分着 １８時２５分発→１９時００分着 １９時３０分発→２０時０５分着 

帰途推奨列車 浜金谷駅→新宿 特急さざなみ新宿行 １６時２３分発→１８時０７分 １７時２５分発→１９時０９分 

  

●参加費用：７５,０００円(税込) ３ライド＆２泊 
参加費 ７５,０００円(Ａ+Ｂ) 税込額 

Ａ：ライドエントリー費 ３３,０００円(２４日：１１,０００円 ２５日：１１,０００円 ２６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 ４２,０００円(２４日：２１,０００円 ２５日：２１,０００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 

・犬吠埼 入浴・宿泊(男女別相部屋)・夕食・朝食 

・金谷港 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。 

 

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 獲得標高ｍ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 

mailto:soma@jtourism.jp


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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