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プロサイクリングチーム

レバンテフジ静岡が協力 一般社団法人富士山観光交流ビューロー
静岡県富士市川成島 654-10

☎ 0545-64-3776

Fuji Area Cycling Guide Map

プロサイクリングチームプロサイクリングチームプロサイクリングチームプロサイクリングチーム

レバンテフジ静岡が協力レバンテフジ静岡が協力
Supported by Levante Fuji Shizuoka,

a pro cycling team
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動画

初心者から上級者まで！
珠玉の３コースを徹底解剖！

海抜０メートル付近から富士山富士宮口５合目（標高

2,400m）を目指す。ハードだが達成感はとてつもない。

吉原商店街周辺では富士市グルメや富士山グッズの

ショッピングなどを楽しむことができるコース。

日本三大急流富士川沿いを上り富士山本宮浅間大社や富

士山と茶畑のパノラマビューの中を堪能できるコース。

日本一高い山（富士山）と日本一深い海（駿河湾）を真

横に見ながら直線のゆったりライドを楽しめるコース。

スマホで確認

富士山レンタサイクル

地図詳細は

貸出期間 1 月 4 日〜12 月 28 日までの毎日

【  4 月〜9 月】9：00〜17：00　
【10 月〜3 月】9：00〜16：00
※雨天時は、安全のため貸し出しはできません。

貸出場所：新富士駅観光案内所

【注意事項】
事前予約ができます。キャンセルする場合は必ずご連絡ください。

電動自転車（貸出台数：３台）

Panasonic グリッター MERIDA e-Passport400 EQ

E-Bike（貸出台数：2 台）

富士山を間近に見ることができるス

ポットです。周辺にはトレッキングコー

スがあり、森林浴を楽しめます。

Mt. Fuji looks majestic from its 
base.Take a refreshing stroll in 
some trekking courses through 
lush greenery.

電線が入らない富士山と茶畑の人気

ビュースポット。５月の新茶シーズン

には多くのカメラマンが訪れます。

動画 富士市のグルメやお土産が手に入ります。

岳南電車沿線ではレトロな工場や街並みを

眺めながらライドを満喫できます。

動画バラや桜などの花が楽しめ、富士山を背景

に芝生広場が広がる公園です。敷地内には

タリーズコーヒーが併設されています。

動画
静岡グルメやお土産が多数揃う道の駅

です。ここから少し山に登ると壮大な

富士山眺望スポットにたどり着きます。

動画
富士山の神様を祀るパワースポット。周

辺には富士宮焼きそばを中心としたグル

メや酒蔵など、宮町の魅力が満載です。

動画 動画

海抜０m からの富士山や日本一深い駿

河湾を望むパノラマビューは一見の価

値あり！

動画 早朝競りをしている市場が、昼は食堂に

なり、海と漁船を眼前に鮮度抜群の田子

の浦しらすを食べることができます。

動画
富士山と新幹線に加え、れんげ畑や水田の

逆さ富士等が見られる全長約２キロの直線

道です。新幹線と並走してみてはいかが？

動画 日本三大だるま市で知られる寺。七福神

が祀られている地下洞窟は１度くぐるだ

けで７つの福を授かると言われています。

動画

It features a roadside rest stop for 
taking a break, shopping and eating. 
While hiking the mountain, you can 
witness the grandeur of Mt. Fuji.

Enshrining the goddess of Mt. Fuji, 
it is known as a spiritual spot. You 
can try local food like Fujinomiya 
yakisoba (fried noodles).

You can enjoy a magnificent 
panoramic view of Suruga Bay and 
Mt. Fuji, the deepest and the 
highest points in Japan respectively.

It is bustles with activity from the fish 
auction early in the morning. Fresh shirasu 
(young sardines) are served during lunch time 
complimented by the view of Tagonoura Bay.

The idyllic landscape of Mt. Fuji 
and paddy fields makes you 
relaxed and refreshed, especially 
in spring and early summer.

Famous for the Daruma Dolls Market. 
Try passing through the cave where 
the seven gods are enshrined, and 
you might be given seven good lucks.

It is a great spot to take pictures 
of the wide green tea plantations 
located below Mt. Fuji. The best 
season is late April to early May.

Take your time to get some souvenirs 
and enjoy local food. You may feel a 
sense of nostalgia along Gakunan 
Train railroad, as if time stood still.

It offers the best place for appreciating 
roses paired with Mt. Fuji during autumn 
and spring. Enjoy the view while sipping 
coffee at "TALLY'S COFFEE”.

Fujinokuni Tagonoura Minato Park 　 Tagonoura Port Fish Market Tobu � Shimin  Plaza Bishamonten Myohoji Temple

Around Iwamotoyama Park Fujisan Sengen Taisha Shrine Roadside Sta. Fujikawa Rakuza The Fujikawa River

The Chuo ParkYoshiwara Shopping Street , Gakunan TrainObuchi SasabaNishi-Usuzuka Parking

＝ 発行元 ＝

富士宮口新５合目
標高 2400m

西臼塚駐車場
標高 1,250m

大淵笹場
標高 338m 吉原商店街

標高 4m

富士川松野地区平地
標高 55m

標高 150m富士山本宮浅間大社
標高 120m

ふじのくに田子の浦みなと公園
標高 14m

田子の浦港　漁協食堂
標高 0m

毘沙門天　妙法寺
標高 12m

東部市民プラザ周辺
標高 1m

40km 56km 94km

20km

105km

中央公園
標高 9m

0km
JR新富士駅 JR 新富士駅

107km 109km

0km
JR 新富士駅

13km 34km 35km
JR 新富士駅

43km

10km0km
JR 新富士駅

11km 16km  23km

走行距離 ： 109km
獲得標高：2477m
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走行距離 ： 43km
獲得標高：329m
所要時間：3時間程度

走行距離 ： 31km
獲得標高：27m
所要時間：2時間程度

A challenging route to reach the 5th 
station of Mt.Fuji

An enjoyable route to capture some panoramic 
views of Mt.Fuji and the Fujikawa river

A refreshing route to enjoy bicycle riding 
along Suruga Bay Coast

Bicycle Rental Service

You can reserve any of them in advance.
Kindly inform us in case of cancellation.

Power-assisted bicycle

31km

プロモーションビデオ、

最新情報など公開中！
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Mountain Climbing Route (from 0 to 2,400M above sea level)

The Fujikawa Riverside Route

Suruga Bay Area Route
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富士リバービューロード

富士オーシャンビューロード

２０インチのミニベロ電動アシスト自
転車。シンプルで利便性が高く、街乗
りに適しているタイプです。

シマノが新開発したドライブユニット
「STEPS E5080」を搭載した、トレッ
キングバイクタイプのE-Bike。

レンタル料金はウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。

日本三大急流の一つである富士川沿い

では雄大な富士山や柱状節理などを眺

めながら走る事ができます。

It is one of the most rapid 
rivers in Japan. Enjoy the 
stunning view of Mt. Fuji while 
riding a bicycle along the river.

茶畑が広がる山頂付近にある「岩本山公園」

は、冬から春にかけて富士山と梅・桜の

景色を楽しめる人気撮影スポットです。

This park is a famous place to 
take photos of Mt. Fuji with 
flowers such as plum and cherry 
blossoms from winter to spring.

0545-64-2430

富士エリアサイクリングガイド

特設ウェブサイトはコチラ

Available Jan. 4 - Dec. 28 except for rainy days

At Shin-Fuji Station Tourist Information Center

レンタサイクルはその他７台！
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QRコードを読み込んでオリジナル
マップをスマホでチェック！
おすすめグルメスポットや
富士山ビュースポットが満載！

富士山を望み、本格ヒルクライムから
平坦ルートまで！絶景・グルメ・
走りごたえの三拍子が楽しめるコース

富 士 山
M t . F u j i

Mountain Climbing Route (from 0 to 2400M above sea level)Mountain Climbing Route (from 0 to 2400M above sea level)

The Riverside of the Fujikawa Route

Suruga Bay Area Route
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