
チャリピク号の後ろにはチャリ
ピクセットが乗っています。目
的地に着いたらチャリピクセッ
トを持ってピクニックをしま
しょう。セットにはコーヒーや
ハーブティーなどが付いていま
すが、それ以外の食材などは
チャリピクたびの途中で発見し
たものを買って、ぜひ自分達の
チャリピクたびの楽しみをつく
り出してください！

チ ャリピクセットの
アイテム

チャリピクは、 三浦の魅力を存分
に楽しむための企画です。 自転車
の荷台に、 アルコールストーブや
ホットサンドメーカー、コーヒーセッ
トなどを装備。
ぜひピクニックしながら三浦をご堪
能ください！

アイデア次第で
いろいろなピクニック

が楽しめる！

三崎口駅〜毘沙門〜城ヶ島

チャリピクたび 東ルート

アップダウンが激しい道が多く
体力に自信がある人におすすめ。
自然豊かな畑道や高いところか
ら相模湾を一望することができ
ます。畑の三浦野菜を見つけて
買うこともできます。

トンネルをくぐるという体験が
でき、それを抜けると景色が変
わる。道沿いにある宮川公園で
一服することもおすすめです。

高低差のあるチャレンジコース
三崎口駅〜小網代・油壺〜城ヶ島

チャリピクたび 西ルート

下り坂の多いコースなので
誰でも行くことができます。
途 中に小 網 代の 森 や三 崎
港があり、自然を感じたり、
ショッピングを楽しむことが
できます。

三崎港で美味しいグルメを
テイクアウトしてピクニック
をするのがおすすめです。

ゆるい下り坂のお気軽コース

三浦にある森や畑で緑を感じて、
癒されよう。 三浦野菜も季節によっ
て違うので探してみよう。 運が良け
れば、 富士山や夕日が見れることも。

夏の場合、 熱中症には要注意。 飲み物
は必ず忘れずに。日に焼けたくない人は
日焼け止めをたっぷりと。
冬の場合、 寒さと風に負けないように手
ぶくろ、 マフラーで防寒対策。 カイロが
あればなお良し。

写真や動画をとって三浦の楽しい思い出
を残しておこう。 みんなに自慢して三浦
の良さを広めよう。

眺めがきれい！
浜のそばまでチャリ

ピク号で行ける！

市民の環境保全
運動で守られた森

緑がたくさん！

インスタ映え
間違いなし！

ワクワクします！

チャリピクたび
東ル ート

チャリピクたび
西ル ート

小網代の森散策道 毘沙門海岸

ホットサンドを作ろう
三浦野菜やマグロのコンフィ
などを挟んでオリジナルの
ホットサンドを作ろう！

三浦の食材を
手軽に美味しく

味わおう！
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チャリピクたびの記録を
インスタグラムで投稿しよう

アプリ「Smart Buddy」をダウンロード

無料アプリ「Smart Buddy」をぜひダウンロードして使ってみてね。
裏のマップの情報がより詳しく載っていて、ナビゲーションや場所の
解説などもしてくれるのでとても便利です。

チャリピクたびでの発見や楽
しい思い出を、 ぜひインスタ
グラムでチャリピクアカウント

（@charipic_miura）のタグを
つけて投稿してね。
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CHARIPICMAP
チ ャリピク マップ
三崎口駅から城ケ島までの表では2コースピックアップしていますが、三浦市は他にも見どころ満載です。
ぜひ、参考に観光したり、自転車で走ってみてください。

レンタサイクルの情報
三崎口駅ポート 9:30～17：00

うらりポート 9:00～17：00

城ヶ島ポート 9:00～16：00　※返却のみで、貸出は行ってない

三浦海岸駅ポート 9:00～17：00

油壷ポート 9:00～15：00

料金 
１日利用 1,600円

３時間利用 900円

延長料金 １時間毎 300円

乗り捨て料金 500円

13:00 三崎口駅に集合
● 三崎口駅ポートで自転車を借りる
● 3 時間利用で借りる（900 円）乗り捨て料金＋ 500円
● チャリピクたび西ルートに沿って進む

14:00 三崎港のお店などでテイクアウト
● 三崎港から城ヶ島ポートに向かう

14:30 城ヶ島ポートかうらりポートでレンタサイクルを乗り捨て
※ピクニックセットは外して持っていく

14:45 城ヶ島灯台でピクニック
16:00 城ヶ島からバス通りを使って三崎口駅まで向かう
16:30 三崎口駅に到着

※ピクニックセットだけ返却してください

10:00 三崎口駅に集合
● 三崎口駅ポートで自転車を借りる
● １日利用で借りる（1,600 円）乗り捨て料金＋ 500 円
● チャリピクたび東ルートに沿って進む

10:30 毘沙門海岸でゆっくり
11:00 毘沙門海岸から三崎港に向かう
11:30 三崎港のお店などで昼食
12:30 三崎港のお店をいくつか回る

● ピクニック用のおやつをテイクアウト

13:00 城ヶ島公園でピクニック
14:00 帰りはチャリピクたび西ルートに沿って帰る
14:20 油壺ポートでレンタサイクルを乗り捨て
14:30 油壺温泉でまったり

● 料金は大人 1,200 円

16:00 油壺温泉から三崎口駅までバスで向かう
16:15 三崎口駅に到着  

※ピクニックセットだけ返却してください     

城ヶ島
西エリア

三崎口駅

三崎口駅
ポート

油壺ポート

三浦海岸駅
ポート三浦海岸駅

小網代の森

シーボニア 入口

三崎港
うらりポート

城ヶ島ポート

城ヶ島灯台
県立城ヶ島公園

入口

うみのね広場

安房埼灯台

松輪 入口

毘沙門天

地魚料理松輪
藤平農園

白
し ら

髭
ひ げ

神社
小網代の森は徒歩での移動に
なります。
自転車は白髭神社の先にあるト
イレ付近などに停めて散策する
のがおすすめ。

長
な が

津
と

呂
ろ

の浜
浜辺までチャリピク号でアク
セスできます。天気の良い日に
は城ヶ島の西側から富士山と
夕陽が見えて最高のピクニッ
ク間違いなし。

三浦海岸
砂浜が広がっていて、とても気持ちがいい。
運が良ければ馬に遭遇できるかも！
周辺にはカフェやお店もたくさんあります。

毘沙門天
海岸に行くための目
印。畑道の途中で看
板があるので、見逃さ
ないように！
海岸に行くときは、海
岸のそばの駐車場に
自転車を停めます。

城ヶ島拡大マップ

駐輪場

トイレ

ピクニックポイント

レンタサイクル
自転車ポート

チャリピクたび東ルート
（三崎口駅～毘沙門～城ヶ島）

チャリピクたび西ルート
（三崎口駅～小網代・油壺～城ヶ島）

毘沙門海岸
浜辺までチャリピ
ク号でアクセスで
きます。

三浦市民交流センター
「ニナイテ」Beisia 2階

小網代の森についての
展示もあります。

城ヶ島
東エリア

県立城ヶ島公園
自転車入り口で停めます。
公園内は徒歩で移動に
なります。

黒崎の鼻
自然いっぱいの穴場スポッ
ト。綺麗な海と緑をいっぺ
んに楽しめます。

油壺温泉
camppark

城ヶ島ポート

城ヶ島灯台

長津呂の磯

FISH STAND




