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第 7 回日本ジオパーク全国大会 

日本ジオパーク伊豆半島大会 
ジオツアー要項 

 

１ ご案内 

ジオツアーは 1 泊 2 日の行程となります。ツアー参加者は 11 日（火）の閉会式終了後、各ツ

アー宿泊先へバスまたは電車での移動となりますので何卒ご参加賜りますようお願い申し上げま

す。なお、ジオツアーの申込みは、先着順とし、申込みの段階で仮予約と致しますが、最少催行

人員に達しない場合は、調整を行い、他のツアーへ振替をお願いする場合もありますのでご了承

下さい。各ツアーの解散場所と時間は以下のように予定しております。ご予定に合わせてご降車

下さい。 

＜集合時刻・場所＞ 

10 月 11日（火）14：30～ 

バス利用のツアーは会場正面の各方面行きバスにご乗車ください。また、電車利用のツアーは

コンベンションホール A のホワイエにご集合ください。当日はスタッフが誘導いたします。 

※各ツアーは 15：30 出発予定です。 

＜終了予定時刻・場所＞ 

10 月 12日（水）JR 三島駅前 15：30 頃着～沼津駅北口 16：00 頃着 
※「箱根」、「熱海・真鶴」ツアーは JR 小田原駅で 15:30 頃解散となります。 

 

２ ジオツアーのご案内 

 料金に含まれるもの：貸切バス代、ガイド代、宿泊代、昼食代等行程表に記載の費用、傷害保険代等 

 また天候・諸般の事情によりコースが変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 各ジオツアーの内容は以下の通りです。 

ツアー１ 「ようこそブラアタミの世界へ！～いざ、源頼朝と出港 in 箱根ジオパーク～」 

内容 

今年 1 月の NHK「ブラタモリ」で熱海と小田原城が取り上げられ、熱海では伊豆半島ジオパーク

の鈴木研究員がタモリさんを案内しました。熱海が一大温泉地となった背景、源泉の迫力、しょ

っぱい温泉を体感。午後は箱根ジオパークの真鶴・湯河原で源頼朝の足跡をたどりながら相模

湾クルーズ。 

行程 
11 日：電車移動～熱海散策（大規模な温泉街の景観・七湯めぐりなど）～宿（地域交流会） 

12 日：伊豆山神社～日本三大古泉「走り湯」～錦ヶ浦・しょっぱい温泉体験（昼食：ホテルニュ

ーアカオ）～頼朝の城願寺～ししどの窟～真鶴半島遊覧船～小田原駅 

催行日 10/11（火）閉会後～10/12（水） 

旅行代金 お一人様  ２２，０００円 

食事条件 夕食１回、朝食１回、昼食１回 

募集人員 定員 40 名様  （最少催行人員：35 名様） 

宿泊場所 ハートピア熱海（熱海市伊豆山 717-18） 

客室様式 旅館（ホテル）の客室は相部屋（複数人部屋）となりますので、予めご了承下さい。 

その他 添乗員は同行しません 
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ツアー２ 「ようこそ海ジオの世界へ～小学生がジオガイド、シュノーケリング～も」 

内容 

ジオパーク先進市の伊東市で、2 班に分かれて行動します。1 班では、ジオパーク教育に熱心に

取り組んでいる富戸小学校の小学生が城ヶ崎海岸を案内して日ごろの成果を披露します。2 班

はシュノーケリング体験。伊東ジオマリンクラブのインストラクターが多様な生物を育んでいる海中を

ご案内します。 

行程 
1 班海岸線 

11 日：電車移動～伊東市街地散策（東海館、松川沿い）～宿（地域交流会） 

12 日：城ヶ崎海岸小学生ガイドツアー（ぼら納屋～門脇灯台～伊豆四季の花公園）～富戸コ

ミセン（昼食：弁当）～大室山（スコリア丘・山頂からの景観）～三島駅経由沼津駅北口 

行程 
2 班シュノーケリング 

11 日：電車移動～伊東散策（東海館、松川沿い）～宿（地域交流会） 

12日：シュノーケリング（富戸ホール 溶岩が造る海の景観）～富戸コミセン（昼食：弁当）～大室

山（スコリア丘・山頂からの景観）～三島駅経由沼津駅北口 

催行日 10/11（火）閉会後～10/12（水） 

旅行代金 お一人様  １班海岸線 ２２，５００円 ２班シュノーケリング（体験料込） ２８，０００円 

食事条件 夕食１回、朝食１回、昼食１回 

募集人員 定員 40 名様  （最少催行人員：35 名様） 

宿泊場所 ラヴィエ川良（伊東市竹の内１丁目１−３） 

客室様式 旅館（ホテル）の客室は相部屋（複数人部屋）となりますので、予めご了承下さい。 

その他 添乗員は同行しません。シュノーケリングは水着のご用意をお願いします。 

 

ツアー３   「川端康成の名作『伊豆の踊子』の道をたどる ～天城越え、ボンネットバスも～」 

内容 

伊豆の踊子の舞台となった下田街道沿いに点在する名勝地を満喫するツアー。国の重要文化

財に指定されている石造りのトンネル、旧天城トンネル（天城山隧道）を歩いて鑑賞し、ボンネッ

トバスに乗り換えて、石川さゆりの「天城越え」にも歌われた柱状節理が美しい「浄蓮の滝」へ、

昼食は名物伊豆シカ丼。道の駅「天城越え」で希望者はわさび漬け製作体験、森林館、文学

館を見学。 

行程 

11 日：電車移動～伊豆高原から伊豆稲取まで団体貸切ジオトレイン乗車～宿（地域交流会） 

12 日：早朝オプショナルツアー「細野高原散策」参加定員 20 名まで、 

湯ヶ島の宿「福田屋」見学～徒歩で天城越え（伊豆の踊子文学碑～旧天城トンネル～寒天

橋～二階滝）～ボンネットバス乗車～浄蓮の滝見学（昼食：伊豆シカ丼）～道の駅「天城越え」

～三島駅経由沼津駅北口 

催行日 10/11（火）閉会後～10/12（水） 

旅行代金 お一人様  ２５，０００円 

食事条件 夕食１回、朝食１回、昼食１回 

募集人員 定員 40 名様  （最少催行人員：35 名様） 

宿泊場所 稲取東海ホテル湯苑（賀茂郡東伊豆町稲取 1599-1） 

客室様式 旅館（ホテル）の客室は相部屋（複数人部屋）となりますので、予めご了承下さい。 

その他 添乗員は同行しません 
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ツアー４   「伊豆下田で岬めぐり～開国の町の歴史を歩く～」 

内容 

下田は幕末にペリー艦隊が来航した開国ゆかりの地。ペリーロードには伊豆石を使った建物が並び、了仙寺

は江戸幕府と開国交渉を行った場所で知られているだけでなく、安政大地震の津波の痕跡も残っています。

爪木崎では美しい柱状節理を見ることができます。宿泊先の目の前の白浜海岸は伊豆の 1000～200 万年

前の地層の総称である「白浜層群」の名前のルーツ。最後は天城特産のワサビであなたを泣かせたい。 

行程 

11 日：電車移動～伊豆高原から伊豆急下田まで団体貸切ジオトレイン乗車～宿（交流会） 

12 日：早朝オプショナルツアー「伊豆最古の神社 火山活動と信仰を結ぶ 白濱神社見学」、 

爪木崎（柱状節理とシル）～恵比須島（海底火山の土石流と火山灰、海洋信仰祭祀遺跡）～

ペリー艦隊来航記念碑～ペリーロード（伊豆石の町並みと津波の痕跡）～峰温泉大噴湯公園

～七滝観光センター（昼食：ワサビ御膳）滝散策～三島駅経由沼津駅北口 

催行日 10/11（火）閉会後～10/12（水） 

旅行代金 お一人様  ２２，５００円 

食事条件 夕食１回、朝食１回、昼食１回 

募集人員 定員 40 名様  （最少催行人員：35 名様） 

宿泊場所 ホテル伊豆急（下田市白浜 2732-7） 

客室様式 旅館（ホテル）の客室は相部屋（複数人部屋）となりますので、予めご了承下さい。 

その他 添乗員は同行しません 

 

ツアー５   「伊豆半島最南端の秘境で冒険～巨大石丁場とシーカヤックの 2 コース～」 

内容 

伊豆半島最南端の秘境を 2 班に分かれて冒険します。１班はかつて伊豆石を切り出していた石

丁場探検。ガイドの案内で、手掘りで作り出された荘厳な空間に身を置きます。2 班は海底火

山の地層が作り出すダイナミックな風景を楽しむシーカヤックツアー。海からでしか見ることのできな

い断崖を見上げます。石丁場、カヤックでそれぞれ被った泥と潮は温泉で流しましょう。宿泊は日

本の渚 100 選に選ばれた弓ヶ浜海岸の絶景の宿をご用意。 

行程 11 日 11 日：電車移動～伊豆高原から伊豆急下田まで団体貸切ジオトレイン乗車～宿（交流会） 

行程 12 日 
1 班石丁場探検 

伊豆半島最南端・石廊崎岬めぐりクルーズ～石丁場見学～石廊館（入浴・昼食）～道の駅

「天城越え」～三島駅経由沼津北口 

行程 12 日 
2 班シーカヤック 

子浦海岸シーカヤック体験（蛇下り、海食洞くぐり）～石廊館（入浴・昼食）～道の駅「天城越

え」～三島駅経由沼津駅北口 

催行日 10/11（火）閉会後～10/12（水） 

旅行代金 お一人様  １班石丁場探検 ２６，０００円 ２班シーカヤック（体験料込） ３０，０００円 

食事条件 夕食１回、朝食１回、昼食１回 

募集人員 定員 40 名様  （最少催行人員：35 名様） 

宿泊場所 休暇村南伊豆（賀茂郡南伊豆町湊） 

客室様式 旅館（ホテル）の客室は相部屋（複数人部屋）となりますので、予めご了承下さい。 

その他 添乗員は同行しません。シーカヤックは濡れても良い服装でご参加ください。 
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ツアー６   「クルーザーで絶景探索の旅～海からしか見えないジオサイトへ～」 

内容 

クルーザーを使って、陸上からはアクセスすることができない断崖を海から堪能します。マグマの岩

脈の跡、柱状節理など、見事な自然の造形は迫力満点。約 2000 万年前伊豆半島が海底火

山の活動によって形成される過程を追ってゆきます。伊豆石を切り出した室岩洞では、運が良け

ればコウモリに出会えるかも。 

行程 

11 日：夕陽を見ながら西海岸をバスで移動～宿（地域交流会） 

12 日：田子カネサかつお節（伝統的製造法本枯れ田子節）工場見学～松崎港からジオクルー

ズ～波勝崎沖～岩地港上陸～伊豆軟石の石丁場・室岩洞見学～松崎港（昼食：地魚定

食）・なまこ壁の街歩き～道の駅「いずのへそ」～三島駅経由沼津駅北口 

催行日 10/11（火）閉会後～10/12（水） 

旅行代金 お一人様  ２３，０００円 

食事条件 夕食１回、朝食１回、昼食１回 

募集人員 定員 40 名様  （最少催行人員：35 名様） 

宿泊場所 伊豆まつざき荘（賀茂郡松崎町江奈 210-1） 

客室様式 旅館（ホテル）の客室は相部屋（複数人部屋）となりますので、予めご了承下さい。 

その他 添乗員は同行しません 

 

ツアー７   「キラキラの秘密を探しに～クリスタルな鉱床ツアー～」 

内容 
西伊豆町はかつてガラスの原料となる珪石の国内最大の産地でした。特別の許可を得て、普段

は入れない採石場の珪石鉱床跡を見学します。さらに火山の熱水変質によって形成された金色

に輝く黄金崎、土肥金山にも寄るキラキラ尽くしのツアーです。 

行程 
11 日：夕陽を見ながら西海岸をバスで移動～宿（地域交流会） 

12 日：宇久須・珪石鉱床跡～景勝・黄金崎とビジターセンター「こがねすと」見学～土肥金山

（昼食：地魚料理）～船原スコリア採石場～三島駅経由沼津駅北口 

催行日 10/11（火）閉会後～10/12（水） 

旅行代金 お一人様  ２４，５００円 

食事条件 夕食１回、朝食１回、昼食１回 

募集人員 定員 40 名様  （最少催行人員：35 名様） 

宿泊場所 西伊豆クリスタルビューホテル（賀茂郡西伊豆町宇久須 2102-1） 

客室様式 旅館（ホテル）の客室は相部屋（複数人部屋）となりますので、予めご了承下さい。 

その他 添乗員は同行しません 
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ツアー８   「天城山 八丁池トレッキングツアー～貴重な自然遺産（ブナ林）をめぐる～」 

内容 
天城は貴重な自然が残されている別天地。天城自然ガイドの案内で、「天城の瞳」と呼ばれる

八丁池や、ブナ林など手つかずの自然を堪能します。お昼の弁当には、ご当地のイズシカ弁当を

ご用意します。小雨決行。トレッキングシューズ、防寒具、しっかりした雨具必要。 

行程 

11 日：伊豆半島ジオパークミュージアム「ジオリア」見学～宿（地域交流会） 

12 日：バス移動 新天城トンネル、二階滝経由・八丁池口～八丁池までの往復トレッキング

（御幸歩道～コマドリ歩道～八丁池～ウグイス歩道 昼食：イズシカ弁当）～八丁池口～道の

駅「天城越え」～三島駅経由沼津駅北口 

催行日 10/11（火）閉会後～10/12（水） 

旅行代金 お一人様  ２２，０００円 

食事条件 夕食１回、朝食１回、昼食１回 

募集人員 定員 ３８名様  （最少催行人員：３３名様） 

宿泊場所 中伊豆ホテルワイナリーヒル（伊豆市下白岩 1434） 

客室様式 旅館（ホテル）の客室は相部屋（複数人部屋）となりますので、予めご了承下さい。 

その他 添乗員は同行しません 

 

ツアー９   「深海魚との遭遇 ～駿河湾の恵みと展望を満喫～」 

内容 

日本最深の駿河湾をめぐるツアー。深海魚の町・戸田（へだ）では、毎日、多種類の魚、カニが

水揚げされています。地元観光協会、商工会の協力を得て、図鑑にも載っていないような奇抜

な格好をした深海魚に触れます。運が良ければ、かわいいメンダコに出会えるかも。大瀬崎ジオサ

イトでは、陸上大型火山の噴出物が作るダイナミックな地層、海流の流れで作られた砂嘴を、陸

からではなく海上から特別貸切遊覧船で観察できます。2015 年「明治日本の産業革命遺産」と

して世界遺産に登録された韮山反射炉の外側には伊豆石が使われています。稼働した反射炉

としては日本で現存する唯一の反射炉へ皆様をご案内します。 

行程 

11 日：沼津港周辺散策（津波対策巨大水門「びゅうお」見学）～宿（地域交流会） 

12 日：大瀬崎（砂嘴、大瀬崎南火道、神池、大瀬神社）～戸田深海魚プロジェクト（道の駅「く

るら」深海魚見学・撮影、昼食：深海魚料理）～だるま山レストハウス～世界文化遺産「韮山

反射炉」見学～三島駅経由沼津駅北口 

催行日 10/11（火）閉会後～10/12（水） 

旅行代金 お一人様  ２３，５００円 

食事条件 夕食１回、朝食１回、昼食１回 

募集人員 定員 40 名様  （最少催行人員：35 名様） 

宿泊場所 伊豆長岡温泉ホテル天坊（伊豆の国市長岡 431-1） 

客室様式 旅館（ホテル）の客室は相部屋（複数人部屋）となりますので、予めご了承下さい。 

その他 添乗員は同行しません 
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ツアー１０   「断層と酪農の里を訪ねる ～小宇宙・丹那盆地ツアー～」 

内容 

丹那盆地は周囲を山に囲まれた小宇宙です。しかし、1930 年に発生した北伊豆地震と、難工

事となった東海道線丹那トンネルによって、盆地の人々の生活は大きな影響を受けました。玄岳

頂上直下にある西丹那駐車場から、丹那盆地を鑑賞。富士山、駿河湾の大パノラマが広がり

ます。北伊豆地震の断層を見ながら、人々の生活がどのように変わったか、歴史の重みを体感で

きるツアーです。 

行程 

11 日：三島市内散策（楽寿園、源兵衛川、三嶋大社）～かんなみ仏の里美術館見学～宿

（地域交流会） 

12 日：西丹那駐車場（丹那盆地の風景）～丹那断層公園（ノルディックウォーキング）オラッチェ

（昼食：弁当）～火雷神社（北伊豆地震の痕跡）～柏谷横穴群～三島駅経由沼津駅北口 

催行日 10/11（火）閉会後～10/12（水） 

旅行代金 お一人様  ２０，５００円 

食事条件 夕食１回、朝食１回、昼食１回 

募集人員 定員 40 名様  （最少催行人員：35 名様） 

宿泊場所 大仙家（伊豆の国市奈古谷 655） 

客室様式 旅館（ホテル）の客室は相部屋（複数人部屋）となりますので、予めご了承下さい。 

その他 添乗員は同行しません 

 

ツアー１１   「富士山噴火の痕跡と箱根カルデラの雄大なパノラマを満喫 ! ～澄み切った空から新

火口を見てみよう～」 

内容 
初日と 2日目の朝は約 1万年前の富士山の噴火によって流れ出た三島溶岩が作る滝と湧水を

巡ります。箱根ジオパークエリアではカルデラ地形を外輪山の尾根から、また昨年の火山活動の

痕跡を空中から観察し、40 万年もの歴史をもつ箱根火山の生い立ちを探ります。 

行程 

11 日：柿田川公園湧水見学～宿（地域交流会） 

12 日：長泉町ジオサイト（鮎壺の滝、割狐塚稲荷神社）～箱根・大観山～箱根ビジターセンタ

ー～芦ノ湖キャンプ村（昼食）～桃源台駅～大涌谷駅（箱根ジオミュージアム見学）～早雲山

駅～小田原駅 

催行日 10/11（火）閉会後～10/12（水） 

旅行代金 お一人様  ２３，０００円 

食事条件 夕食１回、朝食１回、昼食１回 

募集人員 定員 40 名様  （最少催行人員：35 名様） 

宿泊場所 ホテルエルムリージェンシー（駿東郡清水町堂庭 262） 

客室様式 旅館（ホテル）の客室は相部屋（複数人部屋）となる事があります、予めご了承下さい。 

その他 添乗員は同行しません 
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３ 申込代金・支払方法 

支払方法はクレジットカード決済、またはコンビに支払い、インターネットバンキング/ペイジー支払い、銀行振込にてお願いします。 

支払期日は２０１６年９月２３日となっております。それ以降の支払いはできませんのでご注意ください。 

支払いに関する詳細は、マイページの〔支払い状況の確認（支払い手続き）〕ボタンをクリックし、【支払方法について】からご確認く

ださい。 

 

◆クレジットカードでの支払いについて： 

以下のクレジットカードでオンライン決済いただくことができます。 

Visa、MasterCard®、JCB、 AMEX、Diners Club の５ブランド 

1）Visa、MasterCard®、JCB をご利用の皆様へ 

より安全にオンライン決済を利用いただくために、本人認証サービスに対応しています。 

上記カードでパスワードを登録されている方は、決済時に必ずパスワードの入力が必要になります。 

支払手続きに進まれる前に事前にご準備ください。 

※ご本人様が契約されているカード会社のインターネットサービスへログインする際のパスワードです。 

・登録したかどうかわからない方、もしくはお忘れになった方は、カード会社にお問い合わせください。 

・実際の決済時において、カード情報（会社名、カード番号、有効期限、名義人名）を入力後、 

「次へ」ボタンを押下すると、パスワードを設定されている方はクレジットカード会社の認証画面に 遷移します。 

・パスワードを登録されていない方は、カード番号と有効期限の入力のみで決済完了となります。 

【注意点】 

・クレジットカード会社の認証画面で手続きを中断されますと決済は完了いたしません。 

（ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。） 

また、手続きを中断することによって、現在の申込画面にも戻れなくなりますので、 

再度、申込みのトップページからログインし直して、支払手続きを進めてください。 

・万が一決済できなかった場合は、カード番号・有効期限を再度確認の上、再度手続きいただくか、別のクレジットカードでの手

続きをお願いいたします。 

2）AMEX、Diners Club をご利用の皆様へ 

・カード番号、有効期限、セキュリティコードの入力による決済となります。 

※セキュリティコードとは、カード裏面の３桁もしくは、カード表面の４桁です。 

 

◆コンビニエンスストアでの支払いについて： 

支払いにご利用されるコンビニエンスストアを選択して、画面の指示通りに進んでください。 

最後に「お支払い受付番号」（名称はコンビニエンスストアによって異なります）または「払込票」が表示された画面を印刷するかメ

モをお取りいただき選択されたコンビニエンスストアで支払いください。 

※「お支払い受付番号」または「払込票」は、支払画面で選択されたコンビニエンスストアのみでご利用可能です。異なるコンビニ

エンスストアではご利用できませんのでご注意ください。 

※請求金額にはコンビニ収納代行手数料 420 円（税込）が別途加算されます。 
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※コンビニエンスストアで支払いを希望される方は、支払手続きから１４日以内に入金をお済ませください。 

 

◆ペイジーでの支払いについて： 

ペイジーを選択して、画面の指示通りに進んでください。 

※請求金額にはペイジー収納代行手数料 420 円（税込）が別途加算されます。 

※ペイジーで支払いを希望される方は、支払手続きから１４日以内に入金をお済ませください。 

 

◆ネット振込での支払いについて： 

インターネットバンキングを選択して、画面の指示通りに進んでください。 

※ご契約の金融機関を選択して次へ進むと、ご契約金融機関のインターネットバンキングに遷移します。 

※請求金額にはペイジー収納代行手数料 420 円（税込）が別途加算されます。 

 

◆銀行振込での支払いについて： 

「お支払予定日」を指定して[次へ]ボタンをクリックしてください。 

「銀行口座振込での支払いについて」に表示されている口座情報を印刷の上、表示されている請求額を指定口座へお振込みく

ださい。なお、振込手数料は申込者負担とさせていただきますので、予めご了承ください。 

 

４ 予約の確認 

ジオツアー申込データの到着とツアー代金のご入金確認をもって予約が完了します。 

上記手続き完了後、マイページの[確認書]ボタンが表示されますので、確認書を印刷してください。 

なお、ジオツアーへご参加の当日、印刷いただきました登録確認書を必ずご持参のうえ、受付までお越しください。 

 

５ 予約の変更・取消 

●予約内容を変更・取消する場合はマイページの[変更]もしくは[取消]ボタンより操作してください。 

●予約の取消につきましては、下記取消料を申し受けます。 

●旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して７日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたし

ます。 

 

取消料 

旅行開始日の前日か

ら起算してさかのぼって 

１）ご出発の２１日目にあたる日以前の解除 無料 

２）２０日目にあたる日以降８日目の解除 旅行代金の２０％ 

３）７日目にあたる日以降前々日の解除 旅行代金の３０％ 

４）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の４０％ 

５）旅行開始日当日の解除（６を除く） 旅行代金の５０％ 

６）旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 
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６ 申込締切 

 ２０１６年９月 ８日（木） １７：３０迄 

 ※定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

７ ジオツアーについてのお問い合わせ先 

 マイページの「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。 

【旅行企画・実施】 

株式会社ＪＴＢ中部 沼津支店 

観光庁長官登録旅行業第 1762 号 

【受託販売（お問合せ先）】 

株式会社ＪＴＢサポート中部 中部ＭＩＣＥセンター 

日本ジオパーク伊豆半島大会ＪＴＢ受付デスク 担当：田中、加藤、朴 

〒460-0002 名古屋市中区丸の内 1-17-19 キリックス丸の内ビル 7階 

ＴＥＬ：052-218-2008 ＦＡＸ：050-3730-4343 

メールアドレス：geopark-taikai@jsc.jtb.jp 

（営業時間：月曜～金曜 9：45～17：45 土日・祝祭日は休業） 

観光庁長官登録旅行業第 1446 号 

総合旅行業取扱管理者：匹田 晴隆 

 

８ お申し込みシステムの操作方法についてのお問い合わせ先 

 株式会社プロアクティブ 

 FAX：078-332-2506 E-mail：info@pac.ne.jp 

 営業時間：09：30～17：00 土日祝日は休業 

 

mailto:info@pac.ne.jp

