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大自然の魅力に溢れる東京「三宅島」。
ダイナミックな火山活動によって生み出された絶景が続くこの島は、
サイクリングやウォーキングを楽しむのに最高なスポーツアイランド！
地球の鼓動を感じる温泉や地元食材を使った
島グルメなどの魅力も満載です!!

ウォーキングＭＡＰ１
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神着ジオトレッキングルート

（A 地点～ E 地点～ G 地点／距離約 7270m、時間約 225 分）
火山活動によって生み出された枯れ
木と新たに再生が始まっている森林
が織りなす美しさ、そして眼前にそ
びえる雄山の景色を楽しめるコース。
オフロード区間もあり、とくに A 地点
からの上りは急傾斜も出現しますが、
火の山峠から眺める景色は海側・山
側とも最高です！
A 地点から「火の山峠」看板に従って上っ
ていくと、枯れ木が美しい区間を通過します

ジオトレッキング5ルート
火山活動によって生み出されたダイナミックな景
色を楽しめる三宅島。島内には
「三宅島ジオトレッ
キングルート」として 5 つのコースが設定されてい
ます。 各コースとも島内を一周する「三宅島一
周道路」から歩き始め、雄山環状林道まで上り、
等高線に沿うように歩いていけば、広大な火山
地形の向こうに大海原や伊豆諸島の島々を眺め
ることができます！
（※雄山環状林道の内側は立入禁止区域。 環状林道の
南東側は通行不可）

「三宅島ジオトレッキングルート」
は、A ～ R 地 点 に 区 分され、
各地点間の距離と時間が看板
に表示されています（本地図の
地点と地点間の距離・時間は
「三宅島ジオトレッキングルート」
と同じです。 所要時間は上り・
下りに関係なく時速約 3km で
算出した数値となっています）
。

七島展望台から望む雄山。 展望台周辺では、舗
装路から離れて溶岩大地の上を歩くことができます

●参考HPアドレス
三宅村役場 http://www.miyakemura.com/
三宅島観光協会 http://www.miyakejima.gr.jp/
東京都三宅支庁 http://www.soumu.metro.tokyo.jp/14miyake/miyakehp/
アカコッコ館 http://www.wbsj.org/sanctuary/miyake/
三宅村商工会 http://www.miyakejima.jp/
東京諸島観光連携推進協議会 http://tokyo-islands.com
●発行元／一般社団法人
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地図の見開き方
→サイクリングを楽しまれる方へ
本地図は大きく広げると真ん中に三宅島の全体図を確認
でき、地図周囲には「三宅島一周道路」を中心に走る
距離約 35km のサイクリングコースを紹介しています。自
転車で島を楽しまれる方は、
この全体図をご活用ください。

→ウォーキングを楽しまれる方へ
まずは、大きく広げた三宅島の全
体図で「三宅島一周道路」のど
の地点から上り始めるかチェック。
上るルート決定後、大きく広げた地
図の片側 1/4 だけ折り込んで詳
細地図をご確認ください。

三宅島観光協会

15.4.1 4:00:01 PM

ACCESS

東海汽船

ウォーキングＭＡＰ２

三宅島への旅は、東京・竹芝桟橋から東海
汽船の大型客船か、東京・調布飛行場から
新中央航空に乗ることからスタート。大型客船
は毎日往復便が就航、空路は 1 日往復 3 便
が就航している。 ※海路・空路とも自転車を
運ぶ場合は各社に要事前連絡。
新中央航空

●お問い合わせ先
東海汽船（お客様センター） TEL.03-5472-9999
新中央航空 TEL.0422-31-4191

イベント情報

伊豆ジオトレッキングルート

（H 地点～ L 地点／距離約 3230m、時間約 95 分）
水分補給も
重要ですよぉ♪

伊ヶ谷ジオトレッキングルート

（K 地点～ L 地点／距離約 2570m、時間約 75 分）

阿古ジオトレッキングルート

3 ルートとも上りは森の中を通り、風がある日でも楽しみ
やすいのが魅力。また L ～ E 地点はオフロード区間も多
く、本格的な山歩き気分。一方、L ～ P 地点はオンロー
ド区間が中心で快適な山歩きを楽しめます。

オフロード区間もあるの
で運動靴で山歩きを楽し
みましょう。また、島の
天気は変わりやすく、風
が強いことも多いので、
ウィンドブレーカーを携帯
することも忘れずに！

ウォーキングＭＡＰ３

船祝い 1 月 2 日
ドルフィンスイム解禁 3 月 15 日（～ 11 月 15 日）
大久保浜キャンプ場利用開始 4 月 1 日（～ 11 月 30 日）
三宅島バードアイランドフェスティバル 4 月 25 日～ 6 月 27 日
（※期間中「アカコッコ館」の土曜日開館は午前 5 時～）
メガネ岩ダイビング解禁 6 月の土・日曜日
牛頭天王祭 7 月第 3 日曜日
マリンスコーレ 21 フェスティバル 7 月下旬
富賀神社神輿渡御 8 月上旬（隔年）
メガネ岩ダイビング解禁 10 月の土・日 曜日
WE RIDE 三宅島エンデューロレース（オートバイ） 11 月中旬（予定）
三宅島産業祭 11 月下旬（予定）
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村営バス
早朝に到着する東海汽船の定期船到
着港から島右回り・左回りの 2 路線を
毎日運行。その他に右回り・左回り 2
路線が各 1 日 5 便運行されています。

タクシー・レンタカー
観光タクシーおよびレンタカーの予約も
可能。レンタカーには軽自動車から普
通乗用車、BOX バン、ワゴン車など
が用意されています。

30

（N 地点～ M 地点／距離約 3750m、時間約110分）

自転車は輪行袋に
入れてね♡
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島内交通・移動手段

島のお土産はいかがですか！

阿古ジオトレッキングルート

（O 地点～ P 地点／距離約 3860m、時間約115分）

坪田ジオトレッキングルート

（R 地点～ Q 地点／距離約 1730m、時間約 50 分）
阿古ルートの上りは道幅も広い舗装路で、上り切った場
所にある七島展望台からの眺めも絶景！ 一方、
坪田ルー
トの上りは狭い急傾斜ですが、道両側の岩壁には苔が
むし、鳥の鳴き声が響く森の中で癒されます。
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天然記念物であるアカコッコ
など、多くの野鳥の姿・鳴き
声を楽しめる楽園、三宅島

島焼酎 「雄山一」
噴火による全島避難後、
熱い想いから復活を遂げ
た麦焼酎。 三宅島一周
道 路 沿いにお店があり、
休憩スペースもあるので、
お土産購入に立ち寄るの
もオススメ。もちろんサイ
クリング途中の飲酒は厳
禁。ゴール後の乾杯に最
高な飲み味です！

牛乳煎餅
牛乳で作られた適度
な甘さが美味しいおせ
んべい。 島内の多く
の店で販売されている
が、製造元は三宅島
一周道路沿いにある
ので、ツーリング途中
に立ち寄って焼き立て
を食べるのも◎。
くさや
三宅島のお土産の代表と言えば、くさや！
「でも、焼くときに匂いが…持って帰るのも
明日葉アイス
大変」なんて人には、すでに焼いて真空パッ
三宅島の特産物である明日葉を使ったアイ
クされたものもあるんです !! 一度食べたら
スクリーム。 適度な甘さでウォーキングやサ
クセになる味 !? 日本の伝統的なローカル
イクリングを楽しんだ後ならさらに美味しい！
フードを是非お楽しみください。
東 海 汽 船の大
型客船“橘丸”
食 堂 内でも販
売されているの
で、 帰りの 船
内でゆっくり楽し
むのもオススメ。
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伊豆岬サイクリングロード

小金井小次郎の井戸

（約8.7km）
三宅島一周道路から離れ、伊豆岬
灯台から続く大海原と火山地形の間
を走る、三宅島が誇る絶景ルート

（約11.2km）

1856 年から三宅島に配流され
た侠客・小金井小次郎が島の
水源を確保するため私財を投じ
て造ったとされる井戸

旧島役所跡

（約13.4km）
1516 年に建造された伊豆諸
島最大を誇る木造建築。 前
庭にある樹齢 450 年のビャク
シンの古樹は天然記念物

御笏神社

椎取神社 （約16.7km）

（約13.4km）
1515 年に建てられた三宅島の
創造主事代主命・后佐伎多麻
比咩命を祀る神社。 旧島役所
跡の道反対側に位置します

2000 年の噴火で溶岩流に巻き込まれ上
部だけを見ることのできる鳥居や、火山ガ
スで枯れた照葉樹林が残るジオスポット

伊豆岬灯台 （約8.7km）

明治 42 年に建造された純白・角柱
形の灯台。 天気のいい日には富士
山なども遠望できる絶景スポット

ひょうたん山・三七山 （約18km）

ダイナミックな火山地形を味わえるスポット。自転車から降り
て溶岩大地を歩くことがオススメの絶景ポイント

三宅島郷土資料館

縄文時代から現代までの島の歴史・
民俗と火山に関する資料を展示（一
般200円）
。三宅村立図書館も併設

歩いて散策♡

火山体験遊歩道 （約2km）

昭和 58 年の噴火で溶岩にのみ込ま
れた阿古小中学校の校舎跡や火山
岩を間近で見ることのできる遊歩道

三池港 （約21.2km）

東海汽船の客船は海の状況によって、島南東側の三池港
か南西側の錆ヶ浜港、北西側の伊ヶ谷港に発着します

三宅島空港 （約22km）

新中央航空の定期便が発着。三宅島一周道路のすぐ脇
にあり、時間が合えばプロペラ機の離発着を見られます

長太郎池 （約25.2km）

フィッシュウォッチングやシュノーケリングに最適なタイドプール
（潮だまり）
。トイレも設置されています

大路池 （約26.2km）

周囲 2km・水深 30m の伊豆諸島最大級の淡水湖。自
転車から降りて、野鳥のさえずりを聞きながら歩くのが○

アカコッコ館 （約26.2km）

めがね岩 （約1.1km）

日本野鳥の会のレンジャーが常駐する自然ふれあいセンター
（一般 200 円）
。観察会などのイベントも開催されています

※各地点の距離は錆ケ浜
港をスタートし、時計回りで
走行した数値
※赤線で示した一周コース
から外れた地点の距離は
付近の一周コースの数値

火山活動と浸食によって生み出さ
れたジオスポット。 島屈指の夕景
ビューポイントとしても最高！

新澪池跡 （約28.5km）

爆裂火口の跡にできた神秘的な雰囲気を魅せた池が、昭和
58年の噴火で水蒸気爆発を起こして消滅した跡が広がります

ふるさとの湯 （約900m）

ふるさと体験ビレッジにある温泉
（ 大 人 500 円、 小 人 250 円 ）
。
夕刻には大海原に沈む太陽を見な
がら湯を楽しめます

錆ケ浜（阿古）港

新鼻新山

（約28.5km）

自転車で島一周
35km スタート
！
「三宅島一周道路」に
は 1km ごとに地図看板
があるので便利です♪

東海汽船の大型客船も発着する阿古漁港船客待合所
「ここぽーと」もある港。三宅島観光協会も併設
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昭和 58 年の噴火時、
海底爆発によって一
夜で出現した山。 幾
層にもなった赤と黒の
岸壁がダイナミックな
絶景を魅せます
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