
ＪＴＯ 伊豆半島 自転車旅 ２０２３ 

伊豆半島を巡るロングライド＆ヒルクライム 
２０２３年６月１５日(木)～６月１８日(日) ４日間 
第一部 １５日～１６日：伊豆半島沿岸部一周(２日間) 

 距離：２０２ｋｍ 獲得標高：３４３８ｍ 

第二部 １０日～１１日：イズイチワンデーアタック＆ヒルクライム 

 距離：３０２ｋｍ 獲得標高：６２１６ｍ 

日の出４時３２分 日没１９時０２分 
 

第一部 https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/5b7b4086e2a44dc2a8e2b108d63f6186 

第二部 https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/d4e42955f3ec48c59a8340677952cd96 

  

  

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/5b7b4086e2a44dc2a8e2b108d63f6186
https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/d4e42955f3ec48c59a8340677952cd96


２０２３初夏 伊豆半島周遊 ロングライド＆ヒルクライム 

１日目 伊豆半島東部沿岸部 熱海→南伊豆(１０２ｋｍ １４９９ｍ) 

２日目 伊豆半島西部沿岸部 南伊豆→伊豆長岡(１００ｋｍ １９３９ｍ) 

３日目 伊豆半島沿岸部一周 伊豆長岡→熱海 イズイチ(１９６ｋｍ ３５９５ｍ) 

４日目 熱海～西伊豆スカイライン～天城越え ヒルクライム(１０６ｋｍ ２６２１ｍ) 
 

６月１４日(水) 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 (朝食提供６時３０分～) 

 
他宿泊推奨：ＫＫＲホテル熱海駅前 ニューフジヤホテル 竜宮館 
前泊観光 熱海梅林 熱海城 ＭＯＡ美術館 伊豆山神社 

 
熱海夕食推奨：囲炉茶屋  蒼  LEONE９  ラスカ熱海(和洋中) 

 
６月１５日(木)移動推奨(東京から) 

新幹線 東京駅(６時３０分発)→熱海駅(７時１３分着)  東京駅(６時５７分発)→熱海駅(７時４２分着) 

 

１日目 ６月１５日(木) 熱海 トヨタレンタカー熱海駅前店 

集合時間 ８時(ブリーフィング・車検･荷物積み込み開始)  ８時３０分 ライドスタート 
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。 

集合場所：トヨタレンタカー熱海駅前店 〒413-0005 静岡県熱海市春日町１６−６３ TEL：0557-81-0100 (８時～２０時開店) 

朝食推奨：蕎麦爽亭ＪＲ熱海駅伊東線ホーム   ベックスコーヒーショップ ラスカ熱海店   ７時開店 

  

 

 

 



第一部 １５日～１６日：伊豆半島沿岸部一周(２日間) 

 距離：２０２ｋｍ 獲得標高：３４３８ｍ 
１日目 １５日(木) 伊豆半島東部 熱海→東伊豆→南伊豆 １０２km １４９９m 
https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/52dc98f71960405bbefb2efaf75ed528 

 

 
通過時間目安 ８時３０分  熱海ライドスタート   

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 

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 

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 

１７時 ９６ｋｍ地点 旅館 河内屋 南伊豆町下賀茂 436-1 0558-62-1234 

昼食推奨 東伊豆稲取(５０ｋｍ)  徳造丸 なぶらとと 魚八寿司 磯辺 

 
鳥よし ほてい やし 万福亭 

 
河津(５８ｋｍ) 吉丸駅前店 どんぶりや 大川屋 トラットリアダルピラータ 

 
 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/52dc98f71960405bbefb2efaf75ed528


甘味 熱海 源楽   伊東 福楽   下田 平井あんパン 黒船最中  

 
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 

 

 
他推奨旅館 南伊豆 山湯の宿花梨 サンフレッシュ小島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0w-Cl26XeAhUMfLwKHdltC98QjRx6BAgBEAU&url=https://blog.goo.ne.jp/orimasa2001/e/02281bde9c3439c281a65cdc60db031d&psig=AOvVaw1zy8h96ptHqlnxq1L-gKOg&ust=1540698488691282


２日目 １６日(金) 伊豆半島西部 南伊豆→西伊豆→伊豆長岡 １００km １９３９m 
https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/b22efd8302aa4f1ba30ecffef95b7e67 

 

 
南伊豆～伊豆半島西沿岸部ライド～伊豆長岡温泉ゴール 

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 

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

１２時 ５６ｋｍ地点 土肥金山 静岡県伊豆市土肥 2726 TEL:0558-98-0800  

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

１７時 １００ｋｍ地点 伊豆長岡温泉 弘法の湯本店 静岡県伊豆の国市古奈１１７９ TEL:055-948-2617 

 

昼食推奨 土肥金山(５６ｋｍ)  しま長 玉しげ さくら  紅一点 

 
葵 蕎のとう LOQUIA 龍華 

 
戸田(７０ｋｍ) 高足蟹(要予約)  網元光徳丸  の一食堂  丸吉食堂  さかなや魚清 

 
 

 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/b22efd8302aa4f1ba30ecffef95b7e67


まるさん ゆうなぎ ふかっちぇ 海縁 

 
甘味 土肥 伊豆の心太 ところてん   戸田 ルシュルブルー   伊豆長岡 黒柳饅頭 

 
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 大瀬崎千島観光汽船(最終１５時 所要３０分) 長浜城跡 伊豆の国パノラマパークロープウエー(最終１７時３０分) 

 
入浴宿泊推奨 伊豆長岡温泉弘法の湯本店〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡 1110  055-948-2641 (伊豆長岡駅１ｋｍ) 

ライド終了した方から温泉入浴下さい。 館内で入浴前後に食事ができます。 

 

 
他宿泊推奨 伊豆長岡温泉 弘法の湯長岡店 アクアサンタホテル 

夕食推奨(外部店舗)  ひょうたん寿司  雅々丸  カルロッタ シェフロード 

 



第二部 １０日～１１日：イズイチワンデーアタック＆ヒルクライム 

 距離：２８６ｋｍ 獲得標高：４３９５ｍ 
３日目 １７日(土) イズイチワンデーアタック 
伊豆半島一周 伊豆長岡→南伊豆→熱海 １９６km ３５９５m 
https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/d5ab0e0abb5645cdafcb20b62832150f 

 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/d5ab0e0abb5645cdafcb20b62832150f


出発：伊豆長岡温泉 弘法の湯本店〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡 1110 TEL：055-948-2641 (伊豆長岡駅１ｋｍ) 

早朝朝食(２４時間営業) マックスバリュー セブンイレブン ファミリーマート ローソン 吉野家牛丼：前日･出発前に事前購入 

通過参考時刻 

４時半 伊豆長岡温泉ライドスタート (６ｋｍ地点のセブン-イレブン伊豆三津シーパラダイス前店で朝食軽食休憩を取ります) 

６時 １３ｋｍ地点 尾鷲酒店 沼津市西浦江梨 89−4 055-942-2169  

７時 ２７ｋｍ地点 海竹山竹ストア 沼津市戸田 494-29  0558-94-3012 

８時半 ４４ｋｍ地点 土肥金山 伊豆市土肥 2726 0558-98-0800 

１０時 ６９ｋｍ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 

 
昼食推奨：南伊豆  妻良(９１ｋｍ)  つかさ庵 橋本屋食堂   石廊崎(１０１ｋｍ) いづみ食堂 網船納屋 

  
弓ヶ浜(１１０ｋｍ) 永吉丸 青木さざえ店 TIME 斉 

 
下賀茂(石廊崎をショートカット) 蕎麦切り明日香 地魚料理信 かくれうなぎ誕生の店川八 おか田 

 
１３時３０分 １０４ｋｍ地点 セブンイレブン 南伊豆 弓ヶ浜入り口店 賀茂郡南伊豆町湊 235-1 0558-62-0234 

１５時 １２５ｋｍ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 

１６時３０分 １５０ｋｍ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 

１８時 １７４ｋｍ地点 セブンイレブン伊東川奈店 伊東市川奈 1225-32 0557-44-0711 

 
 

tel:0558-94-3012


途中棄権電車乗車区間：伊豆急行電鉄・ＪＲ伊東線 下田駅～熱海駅 

途中、ライド継続困難な場合、サポートカー、電車で移動可能です。必ず輪行袋を各自でご用意ください。 

伊豆急下田駅(１６時２５分発)→稲取駅(１６時４６分発)→伊東駅(１７時４５分発)→熱海駅(１８時１０分着) 

 
途中入浴温泉銭湯 各制限時間に到達不可能と判断された方は、各地域の銭湯入浴～電車輪行で熱海行き・ご移動下さい。 

下田駅(１２１ｋｍ 昭和湯) 稲取駅１４３ｋｍ(味の宿喜久田) 伊東駅１７６ｋｍ(湯川第一浴場子持ち湯) 熱海駅前温泉１９６ｋｍ 

 
１９時３０分 ２００ｋｍ地点 熱海 ゴール(日没時刻 １９時０２分) 

宿泊：ＫＫＲホテル熱海 〒413-0005 静岡県熱海市春日町７−３９  TEL:0557-85-2000  (ビュッフェ朝食提供７時１５分～) 

 

 
他宿泊推奨： ニューフジヤホテル 竜宮館 東横イン熱海駅前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４日目 １８日(日) 伊豆半島ヒルクライム 熱海駅→下田駅 １０６km ２６２１m 
https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/32cf6e6848b94c9fa50d7ad090545aad 

 

 

https://www.navitime.co.jp/coursebuilder/course/32cf6e6848b94c9fa50d7ad090545aad


出発：８時 ＫＫＲホテル熱海 〒413-0005 静岡県熱海市春日町７−３９  TEL:0557-85-2000   

通過参考時刻 

８時 ＫＫＲホテル熱海ライドスタート 

９時３０分 １３ｋｍ地点 山伏峠   

１０時 ２６ｋｍ地点 修善寺駅  

１２時 ３９ｋｍ地点 金冠山･戸田峠  

１２時半 ４５ｋｍ地点 西伊豆スカイライン 加藍山展望台 

１３時 ６１ｋｍ地点 月ヶ瀬温泉 ※１４時に昼食後に月ヶ瀬温泉を出発できない場合、路線バスで離脱頂きます。 

１５時 ７０ｋｍ 湯ヶ島温泉 

１５時半 ７３ｋｍ 浄蓮の滝 

１６時 ７９ｋｍ地点 天城峠 

１６時半 ８４ｋｍ地点 河津七滝 

１８時 １０６ｋｍ地点 下田駅 

 

昼食：月ヶ瀬温泉(６１ｋｍ) ささの猪雉料理  究極のそば･そばや  オリーブ 月ヶ瀬テラスキッチン(道の駅伊豆月ヶ瀬) 

 
湯が島温泉(７０ｋｍ)  あまご茶屋  富士見山荘   pikiniki  伊豆の佐太郎 

 
甘味休憩 修善寺みんなのカフェマルシェ(２６ｋｍ) 達磨山高原レストハウス(３６ｋｍ)   

東京ラスク伊豆ファクトリー(７０ｋｍ) 河津七滝出会茶屋(８４ｋｍ) 

 
観光 修善寺 達磨山高原展望台 西伊豆スカイライン 月ヶ瀬梅林 

 
浄蓮の滝  天城峠  河津七滝  下田港 

 
 

 



入浴 下田 昭和湯     買物 道の駅開国下田みなと 

  
後泊推奨：下田東急ホテル 静岡県下田市五丁目 5−１２−１  0558-22-2411 

 
おがわ旅館(素泊専用)  下田市武ガ浜６−７ 0558-22-1399 

 
夕食推奨 辻 いず松陰 ドマーニ 成翠園 

 
朝食推奨 ランプハウス(６時～) 喫茶お山(６時半～) 金目亭(７時～) つぼや(７時～) 

 
下田ロープウェイ(８時４５分～１７時) 寝姿山展望台 下田海中水族館 下田港内巡り遊覧船 

 

ライド参加料金：一日あたり １２,０００円(税込)：第一部 

           一日あたり １５,０００円(税込)：第二部 
 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) 

  ※ご自宅からの移動費、食事代、宿泊代、一定以上のサポートフード料、観光費は含みません。 

  ※道中・前泊・後泊の宿泊食事手配、移動旅程手配代行いたします。希望者は申込時に申請下さい。 

最大催行人数：１５名 最小催行人数：３名(第一部 or第二部 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･食事手配します｡男女別相部屋･シングル･ツイン 食事有無等ご要望下さい。 

ご要望に沿えない場合や、宿泊場所変更がありえます。 

･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。 

・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、途中駅等切上輪行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。 

・推奨宿泊所を主催者が手配します。変更の可能性があります。 

・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。 

・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。 

・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/ 
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