
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

観光庁長官登録旅行業第 1668号／社団法人全国旅行業協会正会員 

素朴な村を訪ね歩き、巨峰ひしめくベースキャンプへ 

●歩行レベル ★★（初～中級） 

河津桜とメジロ（ｲﾒｰｼﾞ） 



 

 

 

温暖な伊豆半島では、早くも 2月初旬から春の息吹を感じます。とりわけ象徴的なのは日本一早咲き

と言われる「河津桜」の開花です。伊豆半島南部に位置する河津町では、例年 2 月上旬から一か月間

「河津桜まつり」が開催され、花弁が大きくピンク色が際立つ美しい桜並木を楽しめます。また、川端康

成の名作「伊豆の踊子」でお馴染みの天城峠や浄蓮の滝などを含む「踊子歩道」が整備され、長短さま

ざまなハイキングコースを楽しむ事が出来ます。伊豆半島ジオパークの、10㎞に亘って特異な断崖が

続く「城ケ崎海岸」、こちらには海岸線のハイキングトレイルが充実しています。春まだ遠い北海道を少

しだけ脱出して、多彩な魅力あふれる伊豆半島、爽やかな早春の風を感じる旅へ出かけませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊豆の踊子歩道･旧天城海道コース  

川端康成の名作「伊豆の踊り子」の名を冠した「踊子歩道」は、日本一とも言われる早咲きの河津桜で知られ

る河津川に沿ってのびる旧天城街道の学生と踊り子が歩いた道程をたどるルートです。公式には、伊豆市浄蓮の

滝から河津町湯ヶ野間の 18.5 ㎞とされています。本ツアーでは歴史と文化、多彩な自然に触れる、密度の濃い

区間、道の駅天城越え～河津七滝の区間を選びました。森林、文学碑、氷室跡、旧トンネル、大小の滝、杉並木

など、変化にとんだ旧街道を歩いていただきます。歩行約 13㎞／約 5～6 時間 *累計標高差+410m／-396m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城ケ崎海岸トレイルコース 

伊豆半島東海岸、特筆すべき地形の印象的な海岸線が続きます。中でも「城ケ崎海岸」は四千年前の噴火によ

る溶岩で成り立った独特の色合いと垂直に切り立った景観が魅力です。この険しい海岸線に沿ってハイキングコ

ースが整備されています。ボラ漁はじめ江戸時代から豊かな漁場であり、また近年はダイビングやフリークライ

ミングのメッカとしても知られています。相模湾から吹く早春のさわやかな風を感じながら、伊豆半島ジオパー

クでもある城ヶ崎海岸の特異な景観を楽しみます。歩行約 9㎞／約 4～5時間 *累計標高差+160m／-140m 

          旧天城トンネル（ｲﾒｰｼﾞ）                     道標･林道･河津七滝（ｲﾒｰｼﾞ）               河畔に咲き誇る河津桜の並木（ｲﾒｰｼﾞ） 

海岸に自生するゴヨウマツ（ｲﾒｰｼﾞ）                 城ケ崎桜とも言われる（ｲﾒｰｼﾞ）                     独特な海岸線（ｲﾒｰｼﾞ）    



＜日程表＞ 早咲きの河津桜・伊豆の踊子歩道と城ケ崎４日間 

月 日 都  市  名 距離/時間 ス ケ ジ ュ ー ル 食事 

いず

2/14 

（日） 

新千歳空港 

羽田空港 または 

富士山静岡空港 

 

航空機 

 

公共交通 
または 

専用車 

新千歳空港より空路、羽田空港 または 富士山静岡空港へ。 

着後、公共交通機関または専用車にて伊豆半島、河津地区へ。 
        ＜河津・伊東・熱海地区／ホテル・旅館泊＞ 

―

― 

夕 

2/15 

（月） 

伊豆ハイキング 

 
伊豆の踊子歩道 

旧天城海道 

コース 

徒歩 

 

約 13 ㎞ 

 

5～6 時間 

＜伊豆の踊子歩道･旧天城街道コース＞ 
 

道の駅天城越え～水生地下～旧天城トンネル～二階滝～河津七滝 
 

道の駅天城越え（昭和の森会館）からスタート。旧天城街道に入り、スギ・ヒノキ

の森を通り、井上靖文学碑、天城遊遊の森を経て水生地下へ。「伊豆の踊子文

学碑」を見て白橋を渡り、つづら折りの道を行くと「旧天城トンネル」です。ヒンヤ

リとしたトンネル内を抜けると下り道、寒天橋、二階滝を経て国道を渡り平滑の

滝、その後、トラス橋を渡って林道に出ます。宗太郎園地付近は美しい杉林が

続きます。その後、釜滝から始まり豪快な大滝まで大小の滝が連続する「河津

七滝」を歩きます。河津七滝観光センターでゴールとなります。 

歩行約 14km／約 5～6 時間  *累計標高差+320m／-460m 
  

     ＜河津・伊東・熱海地区／ホテル・旅館泊＞ 

朝 

― 

夕 

2/16 

（火） 

伊豆ハイキング 

 

城ケ崎海岸 

トレイル 

徒歩 

 

約 9 ㎞ 

 

4～5 時間 

＜城ケ崎海岸トレイルコース＞ 
 

伊豆急富戸駅～三島神社～ぼら納屋～門脇岬～伊豆四季の花公園 

～蓮着寺奥の院～だせんば～伊豆急伊豆高原駅 
 

伊豆急富戸駅からスタート、伊東市有形文化財の三島神社、龍宮神社へ。その

後、網干し場、城ケ崎桜並木を経て、富戸漁港、江戸時代に栄えた「ぼら納屋」

へ。一帯は絶好のダイビングスポットとして知られ、関連施設も多く見られます。

これより典型的な城ヶ崎海岸の断崖に沿ったトレイルとなり、黒船に備えた「砲

台跡」を通り、「海の吊り橋」を渡って、悲しい物語を伝える「半四郎落し」、その

後、門脇岬（門脇灯台）へ。伊豆四季の花公園（伊豆海洋公園）より再び海岸の

トレイルを蓮着寺奥の院、かんのん浜を経て海岸から離れます。その後、内陸

部の道路を歩き伊豆急伊豆高原駅でゴールです。 

歩行約 9km／約４～５時間  *累計標高差+160m／-140m 
 

＜伊東・熱海／ホテル・旅館泊＞ 

朝 

― 

夕 

2/17 

（水） 

羽田空港 または 

富士山静岡空港 

新千歳空港 

公共交通 
または 

専用車 

 

航空機 

公共交通機関または専用車にて羽田空港 または 富士山静岡空港へ。 

空路、新千歳空港へ。 

朝 

― 

― 

※所要時間は休憩を除く歩行時間の目安です。当日の状況により変わりますのであらかじめご了承願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早咲きの河津桜（ｲﾒｰｼﾞ）                                     伊豆半島ジオパークを構成する城ヶ崎海岸（ｲﾒｰｼﾞ） 



■旅行代金：新千歳発着：１２9,000円  ※合現地流解散 ９９,０００円 

■一人部屋追加代金：お問合わせください 

■最少催行人員：４名（最大募集人員８名） 

■添乗員（ツアーリーダー）：新千歳空港より同行します  

■食事：朝３回・昼０回・夕３回 

■利用予定航空会社： スカイマーク、日本航空、全日空、エアドゥなど 

■利用予定宿泊施設： 河津地区／天城荘、七滝、福丸、今井荘 など 

  伊東地区／日の出屋、ルネッサ、花月荘、コースト など 

  熱海地区／大月、伊東園、大野屋 など 

■国内旅行傷害保険：契約をお勧めいたしております 

トレイルハイキングの服装、装備、食事など 

 使い慣れた軽登山、ハイキング装備をご用意下さい。特に足回りと雨具はしっかりしたものをご準備願います 

 歩道は整備されていますが、必要に応じてスパッツ等をご用意下さい（詳しくは出発前にご案内いたします） 

 平均気温はおよそ最低７℃、最高１５℃程度です。天気によっては低温や冷雨も場合ありますので、帽子や手袋、

フリースセーターなどの防寒具と雨具は必ずご持参下さい 

 新千歳空港発着にて、全行程添乗員が同行します。現地ガイドはつきません 

 宿泊施設は、ホテル、旅館などを利用します（基本２～３名一室、２食つき） 

 夕食と朝食は旅行代金に含まれており、宿泊施設、または近隣にて提供されます 

 昼食は各自でご負担いただきます。コンビニなどで購入してご持参願います 

 現地事情や天候等の諸事情により、訪問地の順序入れ替え等行程を変更する場合があります 

 原則として雨天でも歩きますが、危険が伴うような悪天候の場合、行程を短縮或いは中止する場合があります 

 河津桜など植物の生育は自然現象であり、開花状況は年によって違います。あらかじめご了承願います。 

 

 

※その他の発着についてはお問い合せ下さい 

ご参加の皆様へ＜旅行条件抜粋＞ 
お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りください。旅行条件は、パンフレットの内容、条件によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります。 

■募集型企画旅行契約 
この旅行は、株式会社ノマド（以下「当社」という）が企画募集し実施する企画旅行です。旅行に参加されるお客様は当社と企

画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。 

■旅行のお申し込み及び契約成立時期 

旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払い対象旅行代金）を受理した時に成立します。（通

信契約の場合を除きます。） 

■お申込金（お一人様） 
●旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％以上旅行代金まで 

■取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記の金額を取消料として申し受けます。（お一人様） 

旅行契約の解除期日 
4/27～5/6、7/20～8/31、 

12/20～1/7 に開始する旅行 
左記以外の日に開始する旅行 

旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって４０日目にあたる日以降～３１日

目にあたる日まで 

旅行代金の１０％ 

（１０万円を上限） 
無料 

旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって３０日目にあたる日以降～１５日

目にあたる日まで 

旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０万円 

旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５万円 

旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３万円 

旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２万円 

旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％ 

旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって１４日目にあたる日以降～３日目

にあたる日まで 

旅行代金の２０％ 

旅行開始日の前々日～旅行開始日まで 旅行代金の５０％ 

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の１００％ 

■旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日より前に（お申し込み間際の場合は当社らが指

定する期日までに）お支払いください。 

■旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した★運送機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な

変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様と

します。）を含みません。★宿泊費★食事代旅行取扱料金および消費税等諸税、サービス料★お一人様につきスーツケース

等１個の受託手荷物運送代金。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 

■旅行代金に含まれないもの 
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。★超過手荷物料金★運送機関の課す付加運賃・料金

★クリーニング代、電報電話料、追加飲食代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付その他個人的性質の諸費用とそれに伴

う税・サービス料★注釈のない限り日本国内の空港使用料★旅行日程中の空港税、空港使用料等 

■特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規

程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激且つ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った

一定の損害について、予め当社約款特別補償規程に定める金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 

■旅行条件（抜粋）基準日  
この旅行条件は、2020 年 12 月 1 日を基準としています。又、この旅行代金は、2020 年 12 月 1 日現在の有効なものとして

公示されている運賃・規則、又は 2020 年 12 月 1 日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。 

■個人情報の取り扱いについて 
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく

ほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な

範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、[1]当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペー

ンのご案内[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い[3]アンケートのお願い[4]特典サービスの提供[5]統計資料の

作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される

場合は出発前までにお申し出下さい。 

■その他 
旅行代金は特に記載のない限りお一人様分を表示しています。また、こども代金は旅行開始日当日を基準に満 2 歳以上～

12 歳未満の方に適用します。また、旅行の中途離団等、お客様の都合で旅行日程を変更する場合は、別途追加手数料等を

お支払いいただいた上で可能な限りご希望に沿うよう努力しますが、運送機関等の状況により不可能な場合があります。ま

た、「離団証明書」等の証明書類に署名、捺印等をいただく場合があります。 

◎海外危険情報・衛生情報について 

「外務省海外危険情報」は「海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）」または、外務省海外安全情報センター

（TEL:03-5501-8162／受付時間：外務省閉庁時を除く 09:00～17:00）などでご確認いただけます。 

渡航先の衛生状況は「厚生労働省検疫感染症ホームページhttp://www.forth.go.jp」でご確認いただけます。 

■旅行企画・実施  http://hokkaido-nomad.co.jp 

株式会社ノマド ツアーデスク  
〒060-0062 札幌市中央区南 2条西 6丁目 8番地一閤ビル 2階 

観光庁長官登録旅行業第 1668号 

総合旅行業務取扱管理者 早坂悟  

■お申し込み・お問い合せ  tour@hokkaido-nomad.co.jp 

TEL 011-251-1900 
FAX 011-261-1998    外務員氏名                      

 

今後もＧｏＴｏトラベルキャンペーン

が継続し、本ツアー実施日がキャン

ペーン対象となった場合、旅行代金

から 2万円割引となります 

さらに所定枚数の「地域共通クーポ

ン」が発行されます 

●歩行レベル ★★（初～中級） 

http://www.forth.go.jp/
http://hokkaido-nomad.co.jp/
http://www.hokkaido-nomad.co.jp/
mailto:tour@hokkaido-nomad.co.jp

