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鳳来寺山で森林浴 山歩きミニトリップ 伊良湖で海の癒し ミニサイクリングの旅
鳳来寺山は山全体が国の名勝・天然記念物に指定されている自然の宝庫。
麓から1425段の石段が続く長い参道には、樹齢800年、高さ60mを誇る傘杉などの見どころ
たくさん！自然林の中で森林浴を満喫しませんか。

愛知県の最南端。目の前は太平洋と三河湾という雄大な風景です。
恋路ヶ浜や伊良湖岬灯台などの景勝地や「常春」と表現される穏やかなこの場所を、
自転車でのんびり旅してみませんか？

新城市 田原市

（名古屋藤が丘～鳳来寺往復切符）
所要時間：約8時間30分

藤が丘駅ターミナル
新豊橋駅

川路バス停

大人：
（伊良湖旅きっぷ）
 ※土日祝・お盆・年末年始
 ※詳しくはP2をご覧下さい。

2,100円 小人：1,050円 所要時間：約8時間

名古屋市営地下鉄 藤が丘駅ターミナルより高速乗合バス「山の湊」号に乗車。
川路（三河東郷駅）より豊鉄バス 田口新城線へ。

鳳来寺山（国指定名勝天然記念物）を中心に、この
地域の大地の成り立ちと、そこに生息する動物・植
物などをわかりやすく展示しています。また書籍や岩
石標本、ミュージアムグッズを販売しています。

鳳来寺山自然科学博物館

1300年前に利修仙人が開山したと伝わる
霊山でもあり、山の中腹には古刹・鳳来寺
があります。徳川家康や井伊直虎・直政ゆ
かりの地。

鳳来寺・鳳来山東照宮 
<鳳来寺>

新豊橋駅より三河田原駅へ。
日中15分間隔で運行。

田原駅前バス停
伊良湖岬行きバスは概ね
1時間に1本程度運行。

伊良湖岬灯台から太平洋に面して、日出の
石門まで約１キロ。太平洋の荒波をうけて
湾曲する、白く美しい砂浜が「恋路ヶ浜」で
す。江戸時代につくられた和歌にも詠われ
ています。島崎藤村の抒情詩「椰子の実」
の舞台となったことでも有名です。
■田原市伊良湖町恋路浦

恋路ヶ浜

詳しくは
コチラから→

詳しくは
コチラから→

6番のりば バス停

道の駅 伊良湖クリスタルポルト
構内の受付でレンタサイクルが
借りられます。
電動アシスト付き自転車
（先着順）/１時間500円
※その他、従来型自転車あり
■田原市伊良湖町宮下3000-65住

●問合せ先   
・新城市観光協会…TEL 0536-29-0829

●問合せ先   　
・渥美半島観光ビューロー…TEL 0531-23-3516
・伊良湖レンタサイクル
  道の駅クリスタルポルト…TEL 0531-35-6631

お立寄り
スポット

お立寄り
スポット

お立寄り
スポット

お立寄り
スポット

手作りの石窯で焼く、イタリア ナポリ仕込みのピッツァ。
本場の食材と地元の食材のコラボメニューで大人気！
■田原市伊良湖町古山2814-4
■11:00～日没　
■水曜日・木曜日定休　※その他要確認

Shammy’s café（シャミーズカフェ）

住

時

休

お立寄り
スポット

お立寄り
スポット

モデルコース

約 5 分 徒歩

（滞在時間 約25分程度）

お立寄り
スポット

道の駅 もっくる新城（買い物等）16：00 頃着
16：25 頃発

（滞在時間 約4時間30分程度）※参道入口～鳳来寺山本堂までは
　石段（1,425段）で往復約2時間30分

お立寄り
スポット 鳳来寺山　散策／昼食

10：23 頃着 川路（三河東郷駅）バス停

9:15 発 藤が丘駅 バス停（名古屋市）

約 5 分 徒歩

約 3 分 徒歩

10：32 発 川路（三河東郷駅）バス停

11：08 頃着 鳳来寺 バス停

15：33 発 鳳来寺 バス停

15：54 頃着 八束穂 バス停

16：35 発 もっくる新城南 バス停

約 21 分

約 68 分
高速乗合バス 
新城名古屋藤が丘線
「山の湊」号

約 36 分 豊鉄バス 田口新城線
（田口行）

豊鉄バス 田口新城線
（新城市民病院行）

Start

約 70 分 高速乗合バス 
新城名古屋藤が丘線
「山の湊」号

17：45 頃着 藤が丘駅 バス停（名古屋市）

Goal

モデルコース

豊橋鉄道 渥美線
（新豊橋行）約 35 分

すぐ 徒歩

17：02 発 三河田原駅

17：37 発 新豊橋駅／豊橋駅

Goal

すぐ

すぐ

10：20 頃着 三河田原駅

すぐ 徒歩

徒歩

徒歩

10：28 発 田原駅前 バス停

11：20 頃着 伊良湖岬 バス停

16:03 発 伊良湖岬 バス停

16:52 頃着 田原駅前 バス停

豊橋鉄道 渥美線
（三河田原行）

9:45 発 豊橋駅／新豊橋駅

約 35 分

約 52 分 豊鉄バス 伊良湖本線
（伊良湖岬行）

約 49 分 豊鉄バス 伊良湖本線
（渥美病院行）

Start

11:20 頃着
16:00 頃発

お立寄り
スポット

道の駅 伊良湖クリスタルポルト
伊良湖岬灯台／恋路ヶ浜／昼食
伊良湖菜の花ガーデン
※レンタサイクル （滞在時間 約4時間30分程度）

鳳来山東照宮

鳳来寺本堂

レンタサイクル

※平日・休日共通
　タイムスケジュール

大人：2,000円 小人：1,000円
※購入方法等 詳しくは
　豊鉄バス TEL.0532-44-8412へ
　お問合せ下さい。

※平日タイムスケジュール
　土・休日・8/13～8/15、
　12/29～1/3はダイヤが異なります。
　下記モデルルートはご利用いただけ
　ませんのでご注意ください。

※灯台への遊歩道は自転車を引いて歩いてください。

■新城市門谷字森脇6
■9：00～17:00　
■火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始休館
■大人 210円、子供 100円

住

時

休

￥

採れたての自家製しいたけを使った、しいたけ定食が
看板メニュー。季節の山の幸を使った料理も豊富！
■新城市門谷字下浦45
■9:00～16:00　■無休

かさすぎ　▶

住

時

住

伊良湖岬灯台
岬の最先端に建つ白亜の灯台。灯台から遊歩道もあり、目
の前に広がる青い海と白い灯台とのコントラストが美しく、晴
れた日の夕日が沈む頃はロマンチックなムードに包まれます。
■田原市伊良湖町古山

お立寄り
スポット

住

恋路ヶ浜は昔、高貴な男女が恋ゆえに、この半島にのがれて来
たという伝説からこの名前がついたと言われています。恋人達の
プロポーズにふさわしい場所として、伊良湖岬灯台とともに「恋人
の聖地」にも認定されています。
■田原市伊良湖町恋路浦

恋人の聖地（幸せの鐘）お立寄り
スポット

住

お立寄り
スポット

渥美半島に春を告げる「菜の花まつり」。メイン会場となる
伊良湖菜の花ガーデンは、一面の菜の花畑とそこで開催さ
れる《見て・食べて・遊んで楽しい》イベントの数 を々開催。
■田原市堀切町浜藪
■1月中旬～3月下旬　※開催期間要確認

伊良湖菜の花ガーデン

住

時

＜鳳来山東照宮＞
3代将軍徳川家光により造営が開始され、
4代将軍家綱の代、慶安４年（１６５１）に完
成。森の中に神秘的な佇まいを誇ります。
■新城市門谷鳳来寺1　
■参拝自由　
住

時

歴史的にも伊那街道「山の湊」として栄えた交通
の要衝は、まさに奥三河のハブステーション。訪れ
る多くの観光客が自由に休憩し、食事と産物を、
さらに奥三河の歴史・文化を楽しめる場所です。
■新城市八束穂字五反田３２９－７
■売店 9:00～18:00
　観光案内所 9:00～17:00/無休
　足湯 10:00～16:00/木曜日定休
■無休　

道の駅 もっくる新城

住

時

休

■豊鉄バス「八束穂」約300m　山の湊号「もっくる新城南」約270m交

休


