
ＪＴＯ 房総半島 日出日没自転車旅 周遊＆ヒルクライム 

犬吠埼～九十九里浜～野島崎～鹿野山 太陽の絶景鑑賞 

２０２３年１月１３日(金)～１５日(日) ３日間 

距離３８０ｋｍ 獲得標高４２１２ｍ 
https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/b3233dd93822442c9473c984c9101d74 

 

 
１２日(木)前泊・受付 犬吠埼 絶景の宿 犬吠埼ホテル 〒288-0012 千葉県銚子市犬吠埼９５７４−１ TEL:0120-315-489 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/b3233dd93822442c9473c984c9101d74


 
 

１日目 九十九里浜外房南下コース 犬吠埼 九十九里 勝浦 和田浦 野島崎 距離１５６ｋｍ 獲得標高９１４ｍ 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/6603f4c5aa504f87af344e37121da28b 

 

 
出発前 犬吠埼からの日の出鑑賞 日の出時刻：６時４８分  

 

 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/6603f4c5aa504f87af344e37121da28b


※朝食用に銚子産鯖寿司と温かい汁物を用意。宿泊所出発前か犬吠埼灯台日の出鑑賞時、飯岡灯台休憩時に食べます。 

７時 サポートカー スタート 
 

通過時間目安 

(1)   ７時     ０ｋｍ地点   犬吠埼ホテル前 ライドスタート 

(2)   ８時     １５ｋｍ地点   飯岡灯台  

(3)   １０時    ５０ｋｍ地点   片貝海岸 

(4)   １２時    ８３ｋｍ地点  大原駅 

(5)   １４時    ９８ｋｍ地点  勝浦駅 

(6)   １５時    １２０ｋｍ地点 安房鴨川駅 

(7)   １６時    １３４ｋｍ地点 和田浦駅 

(8)   １７時    １５５ｋｍ地点 野島崎灯台（日没時刻１６時４９分） 

 

観光推奨：犬吠埼 屛風ヶ浦 飯岡灯台 九十九里浜 

 
月の砂漠記念像 勝浦灯台 勝浦城跡 鯛ノ浦 

 
鴨川松島 仁右衛門島 房総フラワーライン 野島崎灯台 

 
昼食推奨：九十九里浜 海食堂九十九里倉庫(53km) スーパーキッチンかさや(71km)  大原(83km) いさばや 船頭の台所 

 
勝浦(98km) 和食さわ 富士韓海焔 ざっくばらん ひさご 

 
昼食は１２時時点の到着地点で食べます。昼食時間は一時間の休憩を取ります。 
※日没後、暗闇でのライドにならないよう、途中での電車輪行ご依頼をする場合があります。 

  勝浦を１４時に出発できない場合、勝浦から千倉まで輪行移動頂きます。１４時１４分、１５時２１分勝浦発千倉方面行乗車下さい。 

野島崎 夕刻の日没(１６時４９分)と朝の日出(６時４８分)を鑑賞 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC0fyu0c3cAhUM77wKHagSCnoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jalan.net/kankou/spt_12202ad3350045670/&psig=AOvVaw1mo00Dtt7twYIj9TmLkVIw&ust=1533274119614922
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


宿泊 野島崎 南海荘 〒295-0102 千葉県南房総市白浜町白浜６２３−１３ TEL：0470-38-3500 

 

 
 

２日目 １０３ｋｍ―１１７２ｍ 内房北上＆鹿野山ヒルクライム 野島崎 相浜 洲崎 館山 鋸山 日本寺 金谷港 富津岬 鹿野山 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/024c3d9a4f73467aa20e40ba0fcb62ae 

  

 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/024c3d9a4f73467aa20e40ba0fcb62ae


 
出発前 野島崎からの日の出鑑賞 日の出時刻：６時４８分  

※朝食用に南房総産鰯寿司 orちらし寿司 or定食、温かい汁物をご用意します。宿泊所出発前か休憩時に食べます。 

７時 サポートカースタート 
 

通過時間目安 

(1)    ７時    ０ｋｍ地点   野島崎 南海荘 ライドスタート 

(2)    ８時    １８ｋｍ地点  洲崎神社  

(3)    ８時半   ２８ｋｍ地点  渚の駅たてやま 

(4)    １０時   ５０ｋｍ地点  鋸山保田口～日本寺 

(5)    １１時半  ５６ｋｍ地点  金谷港 

(6)    １３時   ６２ｋｍ地点  燈籠坂大師の切通トンネル 

(7)    １４時   ６６ｋｍ地点  数馬区岩谷観音堂やぐら群 

(8)    １４時半  ８３ｋｍ地点  富津岬 

(9)    １６時半  １０４ｋｍ地点 鹿野山 

 

観光推奨 洲崎神社 洲崎灯台 館山城 館山湾 

 
崖観音 日本寺 鋸山 燈籠坂大師の切通トンネル  

 
数馬区岩谷観音堂やぐら群(岩谷観音堂) 富津公園 マザー牧場 九十九谷展望公園 

 
鹿野山ヒルクライム 宝竜寺ルート  更和（マザー牧場）ルート   

 
 

 

 

 

 



昼食推奨 金谷港(５６ｋｍ)  さすけ食堂  はまべ(海鮮) TheFishまるはま 漁師料理かなや(浜焼き) 

 
波留菜亭  地魚鮨船主総本店(回転寿司) ピッツァゴンゾー  金谷’s キッチン 703 

 
※日没後、暗闇でのライドにならないよう、洲崎半島と富津岬のショートカットご依頼をする場合があります。 

九十九谷展望公園 夕刻の日没(１６時４９分)と朝の日出(６時４８分)を鑑賞 

 

宿泊 鹿野山 かずさリゾート鹿野山ビューホテル 〒292-1155 千葉県君津市鹿野山３１９ TEL:0439-37-3411 

鹿野山九十九谷展望公園からの日没と日の出鑑賞 

 

 
 

３日目 房総内陸亀山・清住山・愛宕山ヒルクライム １２１ｋｍ―２１２６ｍ  

鹿野山 九十九谷展望公園 亀山ダム 総元駅 勝浦朝市 荒川小学校入口 新石神橋 会所トンネル あじさい寺 麻線原高原 

清住山妙見山 清住養老ライン 安房鴨川 長狭街道 酪農の里 愛宕山 大山千枚田 平塚入口 長狭街道 金谷港 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/b09622ada9214b1cb30ab74122430e46 

 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/b09622ada9214b1cb30ab74122430e46


 

  
出発前 九十九谷展望公園からの日の出鑑賞 日の出時刻：６時４８分 かずさリゾート鹿野山ビューホテル 朝食７時半開場 

※朝食用に房総産卵巻き寿司と温かい汁物をご用意します。宿泊所出発前か亀山子水天宮公園休憩時に食べます。 

７時 サポートカースタート 
 

通過時間目安 

(1) ７時     ０ｋｍ地点   スタート 

(2) ８時     １８ｋｍ地点  亀山湖 水天宮公園 

(3) ９時     ３６ｋｍ地点  総元駅 

(4) １０時    ５０ｋｍ地点  勝浦 

(5) １１時半   ６８ｋｍ地点  あじさい寺 

(6) １２時    ７２ｋｍ地点  妙見山清澄寺 

(7) １２時半  ８４ｋｍ地点  安房鴨川駅 

(8) １５時    １００ｋｍ地点 愛宕山 

(9)     １６時    １０４ｋｍ地点 大山千枚田 

(10)     １７時    １２１ｋｍ地点 金谷港 
 

観光推奨 亀山湖 総元駅 勝浦遠見岬神社 大多喜妙法生寺 

 
妙見山清澄寺 愛宕山 大山千枚田 金谷港 

 
買物推奨 勝浦朝市(ご自宅に宅急便送付可能です) 

 

 

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=4122067&media_id=243
https://tblg.k-img.com/restaurant/images/Rvw/71674/640x640_rect_71674409.jpg
https://tblg.k-img.com/restaurant/images/Rvw/61764/640x640_rect_61764554.jpg


昼食推奨 安房鴨川駅  笹元寿司 イタリアンＣＡＳＡ 馬琴 潮騒市場藤よし 

 
※日没後、暗闇でのライドにならないよう、清澄寺と愛宕山のショートカットご依頼をする場合があります。 

金谷港 夕刻の日没(１６時４９分)を鑑賞 

ゴール 入浴･後泊推奨 かぢや旅館 浜辺の湯  

  
ＪＲ・フェリーで帰宅下さい。 浜金谷駅＆ＪＲ内房線 金谷港＆東京湾フェリー 

  

ライド参加料金：一日あたり １２,０００円(税込)  
 参加料金に含まれるもの：添乗員同行料･案内料・サポートカー随行料･サポートフード提供料(一定量･上限あり) 

  朝食(１日目銚子鯖寿司 ２日目野島崎鰯寿司 ３日目鹿野山卵巻き寿司) 

※ご自宅からの移動費、昼食夕食代、宿泊代、一定以上のサポートフード料は含みません。 

最大催行人数：１５名 最小催行人数：３名(フル参加) 

 ※部分参加も可能です。 
 

申込：指定メールアドレス soma@jtourism.jp 
 

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 ・お名前 ・性別 ・生年月日,年齢 ・住所 ・携帯電話番号 ・メールアドレス  

・宿泊手配希望 

※推奨宿泊場所を宿泊手配します。男女別相部屋 シングル ツイン等ご要望下さい。ご要望に沿えない場合があります。 

･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） 

･最大乗車距離経験 日数 距離(ｋｍ表示) 獲得標高(ｍ表示) 実施年(西暦) 季節(月･春夏秋冬等) 地域(都道府県･コース名) 

※当企画参加に対し、経験不十分と判断した際は参加お断りさせていただく場合があります。 

 

実施連絡：実施数日前に参加者集合状況・天気予報等から実施判断をして、参加希望者に直接連絡・ご相談します。 

開催不能の場合の返金：ライド参加費・前泊料金から手数料等発生経費を除いた額を返金します。 

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参加費は返却致しません。 
 

・指定のコースをグループライド・ソロフリーライドで巡ります。 

・タイムは競いません。参加者同士で協力してゴールを目指します。順位による表彰等は行いません。 

・サポートカーは自転車走行時に不要な荷物を車で運搬、サポートフードの供給、完走をサポートします。 

・サポートカーは基本的にグループの後を追走します。 

mailto:soma@jtourism.jp


・サポートライダーによる先導、最後尾随行はありません。 

・着替え等、ライド中不要な荷物はサポートカーにて運搬します。 

・自転車・ヘルメット・パンクキット・輪行袋・ウエア・防寒具等ライドに必要な物は各自ご用意の上､ご自身でお持ち下さい。 

・軽量のソフト輪行袋を携行下さい。ライド中も携行し、途中輪行移動可能にします。 

・飛行機輪行対応のハードケース・セミソフトの輪行具はサポートカーで道中運搬は出来ません。 

・旅行保険・自転車保険は各自で加入ください。自転車保険は個人賠償責任金額２億円以上の保険にご加入下さい。 

・保険証は各自携行して参加下さい。出発前携行確認をします。 

・昼食は、ツアーグループの進行状況に合わせて、できるかぎり同地域同店舗で昼頃にとります。 

・昼食代、夕食代、朝食代、入浴代はライド参加料金に含みません。 

・サポートフードは過去参加者からの有料寄付にもよります。使用の際は有志募金･物品寄付下さい。 

・有料道路使用料、観光代、道中移動発生費はライド参加料金に含みません。 

・グループ移動に関して発生する経路･経費は天候や進捗状況を鑑みて協議して現地決定します。 

・ご自宅から集合解散場所までの交通費、中途公共交通機関利用は含みません。 

・観光推奨は、早目に到着して時間に余裕のある場合、個人観光下さい。 

・観光事前要望あればあらかじめ時間を取り、盗難対策、自転車一時引き受け等、サポートをします。 

・体調管理・帰途道中の衛生確保のため、帰路につく前のご入浴を推奨します。 

・会場周辺の交通規制は行いません。交通ルールに従い走行下さい。 

・日没後暗闇でのライド等にならないよう、引き返しやショートカット、途中駅等切上のご依頼をする場合があります。 

・安全、コース管理、自転車整備、防寒耐熱の服装等、全て参加者の自己責任によります。 

・自己責任にて安全に参加いただけないと判断した場合は中途でも退場頂きます。 
 

宿泊に関して 

・主催者側があらかじめ宿泊推奨する宿を決め、宿から宿へ、観光地や名所への巡行をするライドツアーです。 

・企画書内に提示している宿泊所は推奨宿泊所です。他近隣の宿泊所への宿泊は自由です。 

・推奨宿泊場所には館内･近辺での自転車置き場、温泉大浴場、浴衣、夕食朝食、就寝室、電源を極力ご用意します。 

・宿泊は、基本的に各自で手配していただきますが、ご要望いただけたら推奨宿泊所を主催者が手配します。 

・ご自身で宿泊を手配する方は、なるべくお早めにご予約ください。後日、予約された宿を事務局にお知らせください。 

・各日のサポートカーへの荷物積込･スタートは推奨宿泊場所からになります。出発時間までに集合場所へお越し下さい。 

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

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/ 

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

 

 

 

mailto:soma@jtourism.jp
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