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2015年10月～2017年3月

日本市民スポーツ連盟（JVA）
認定大会

世界遺産「富士山のふもと」を歩いて楽しむ！！

富士山麓一周約204km（一回平均11km）を
１年半（18ヶ月）で一周。

一回の歩行距離が短くなり参加しやすくなりました！

富士山周辺と世界遺産構成資産
20か所を巡る！！

延べ参加者75,000人以上！！ 目指せ80,000人目！！
参加者1,000人目毎に「記念品」贈呈！！

通過市町村の名産品など
「おもてなし」あり！！

旅行企画実施／富士急トラベル㈱　
特別協力／日本富士山協会

参加特典
●新規申込者には「オリジナル全体マップ」と「スタンプカードホルダー」贈呈！
●毎月の参加賞は素敵なオリジナルバッチ贈呈！
●18回完歩達成の方には「完歩賞状」と「オリジナルタペストリー」贈呈！

第11回

北口本宮
冨士浅間神社

山中湖
花の都公園

白糸の滝

富士山本宮浅間大社
涌玉池

富士宮市うるおい橋

★第11回は世界遺産構成資産を20か所（新たに忍野八海出口池、河口浅間神社）立寄ります。

★富士五湖の河口湖・山中湖は北岸経由になります（逆さ富士ポイントなど立寄ります）

★地元歩こう会の皆さんが参加バスごとに先導しサポートします。

★現地のスタッフが、交通その他の安全管理。（交差点などポイントに立ちます）

★毎月、地元の皆さんから地元名産の「おもてなし」があります。

★新規申込み者には「オリジナル全体マップ」と「スタンプカードケース」を差し上げます。

★毎月の参加賞は素敵なバッジと18回完歩達成の方には完歩賞状と「タペストリー」をプレゼント。

★参加者1,000人目毎に表彰、記念品プレゼント実施（延べ75,000人完歩達成）

■東京・神奈川・埼玉発着コース
ツアーセンター首都圏
TEL.03-3376-8721　FAX.03-3376-0335
（受付時間：平日9：00～18：00 土日祝日休業）
〒151-0061 東京都渋谷区初台1-55-7 富士急行 東京本社ビル
総合旅行業務取扱管理者 廣田 淳一

■山梨発着コース
甲府支店
TEL.055-228-1000　FAX.055-222-5010
（受付時間：平日9：00～18：00 土日祝日休業）
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-35-4
総合旅行業務取扱管理者 輿石 俊文

■静岡発着コース
ツアーセンター静岡
TEL.055-962-7300　FAX.055-962-7666
（受付時間：平日9：00～18：00 土日祝日休業）
〒410-0801 静岡県沼津市大手町3-2-1 富士急沼津ビル1階
総合旅行業務取扱管理者 相沢 丈昌

観光庁長官登録旅行業第101号

〈旅行企画実施〉お申込み・お問い合わせ先 〈特別協力〉日本富士山協会

■後援/静岡県、山梨県、沼津市、三島市、富士市、富士宮市、御殿場市、裾野市、小山町、長泉町、富士吉田市、富士河口湖町、山中湖村、忍野村、鳴沢村、静岡新聞社・静岡放送、山梨日日新聞社・山梨放送
■協力/静岡県ウォーキング協会、山梨県ウォーキング協会、東静歩こう会、富士宮歩こう会、富士河口湖ウォーキング協会
■協賛/コカ・コーライーストジャパン㈱、富士急行㈱、㈱時の栖、御殿場高原ビール㈱、㈱天神屋、御殿場プレミアム・アウトレット、小泉アフリカ・ライオン・サファリパーク、富士観光開発㈱、㈱明電舎

第11回富士山一周ドリームウォークの特徴

毎月うれしい「おもてなし」安心サポート！

道の駅朝霧高原でのおもてなし
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1月 道の駅すばしり

2月 友愛パーク原里2月 友愛パーク原里

3月 御殿場高原時の栖3月 御殿場高原時の栖

5月 三嶋大社5月 三嶋大社

4月 裾野4月 裾野

6月 沼津港6月 沼津港

7月 富士マリンプール7月 富士マリンプール

8月 富士市中央公園8月 富士市中央公園

1月 富士山本宮浅間大社1月 富士山本宮浅間大社

2月 白糸の滝2月 白糸の滝

9月 猪之頭公園9月 猪之頭公園

10月 本栖湖リゾート10月 本栖湖リゾート

11月 精進湖11月 精進湖

3月 奥河口湖・足和田3月 奥河口湖・足和田

⑱3月：河口湖⑱3月：河口湖

⑰2月：小田貫湿原⑰2月：小田貫湿原

⑯1月：白糸の滝⑯1月：白糸の滝

⑮12月：西湖⑮12月：西湖

⑭11月：青木が原樹海⑭11月：青木が原樹海

⑬10月：本栖湖⑬10月：本栖湖

⑫9月：朝霧高原・麓の吊り橋⑫9月：朝霧高原・麓の吊り橋 ⑪8月：富士山本宮浅間大社湧玉池⑪8月：富士山本宮浅間大社湧玉池 ⑨6月：千本松海岸⑨6月：千本松海岸⑩7月：富士中央公園⑩7月：富士中央公園 ⑧5月：狩野川堰堤⑧5月：狩野川堰堤

⑦4月：三嶋大社⑦4月：三嶋大社

⑥3月：裾野市・五竜の滝⑥3月：裾野市・五竜の滝

⑤2月：御殿場高原からの富士山⑤2月：御殿場高原からの富士山

④1月：須走浅間神社④1月：須走浅間神社

③12月：山中湖畔③12月：山中湖畔

②11月：忍野八海②11月：忍野八海

①10月：北口本宮冨士浅間神社①10月：北口本宮冨士浅間神社

10月 河口湖大池公園10月 河口湖大池公園

11月 忍野八海11月 忍野八海

12月 山中湖・平野12月 山中湖・平野

12月 道の駅なるさわ12月 道の駅なるさわ

ドリームウォークふじやまツアー
インターネットからのお申込み

検索



第①ステージ  2015年 10月 3日㊏・ 6日㊋  河口湖大池公園……北口本宮浅間神社……忍野八海 約12.8km  634Kcal
第②ステージ  11月 7日㊏・10日㊋   忍野八海……花の都公園・山中湖（北岸）……山中湖　  約12.3km  609Kcal
第③ステージ  12月 5日㊏・ 8日㊋   山中湖（平野）………文学の森………道の駅すばしり　  約12.7km  629Kcal
第④ステージ  2016年 1月 9日㊏・12日㊋   道の駅すばしり………さくら公園………友愛パーク原里　  約10.0km  495Kcal
第⑤ステージ  2月 6日㊏・ 9日㊋   友愛パーク原里………駒門………御殿場高原時の栖　  約11.3km  559Kcal
第⑥ステージ  3月 5日㊏・ 8日㊋   御殿場高原時の栖………五竜の滝………裾野地区　  約 9.2km  455Kcal
第⑦ステージ  4月 5日㊋・ 9日㊏   裾野地区…………長泉・鮎壺の滝…………三嶋大社　  約10.5km  520Kcal
第⑧ステージ  5月 7日㊏・10日㊋   三嶋大社…………柿田川湧水公園…………沼津港　  約12.7km  629Kcal
第⑨ステージ  6月 4日㊏・ 7日㊋   沼津港………千本浜公園・堰堤………富士マリンプール　  約13.0km  644Kcal
第⑩ステージ  7月 2日㊏・ 5日㊋   冨士マリンプール……みなと公園………富士市中央公園　  約 9.6km  475Kcal
第⑪ステージ  8月 6日㊏・ 9日㊋   富士市中央公園…岩本山公園…富士山本宮浅間大社　  約12.5km  618Kcal
第⑫ステージ  9月 3日㊏・ 6日㊋   猪之頭公園…………朝霧高原…………本栖湖リゾート　  約11.5km  569Kcal
第⑬ステージ  10月 1日㊏・ 4日㊋   本栖湖リゾート…………本栖湖湖畔…………精進湖　  約 9.5km  470Kcal
第⑭ステージ  11月 5日㊏・ 8日㊋   精進湖……………富岳風穴……………道の駅なるさわ　  約12.0km  594Kcal
第⑮ステージ  12月 3日㊏・ 6日㊋   道の駅なるさわ………西湖畔………奥河口湖・足和田　  約 9.3km  460Kcal
第⑯ステージ  2017年 1月10日㊋・14日㊏   富士山本宮浅間大社………下之坊………白糸の滝　  約13.5km  668Kcal
第⑰ステージ  2月 4日㊏・ 7日㊋   白糸の滝…………田貫湖畔…………猪之頭公園　  約12.0km  594Kcal
第⑱ステージ  3月 4日㊏・ 7日㊋   奥河口湖・足和田……大石公園……河口湖大池公園　  約 9.8km  485Kcal
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  18ステージ 合計約204.2km  ※消費カロリーは時速4kmで歩いて1分間3.3kcal消費されるとして計算しています。
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申込合計人員 名 円申込み合計金額

【開催期間】  2015年10月～2017年3月（各月 土曜日・火曜日の2回、合計36回）
【募集定員】  各回（各日） 400名　※先着順で受け付け、定員になり次第締め切ります。
【参加資格】  国籍、年齢、性別を問わず健康な方。ただし、75歳以上の方、慢性疾患や身体に障害をお持ちの方、健康を損ねている方、介助犬使用の方、妊娠中の方等で、
 特別の配慮を必要とされる方はその旨をお申込み時に必ずお申し出下さい。お申し出の状態により医師の診断書をご提出いただき、それにより介護者の同伴や
 保護者の同意書の提出を条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がありますのでご了承下さい。
 20歳未満の方は、保護者の同意書を提出していただきます。又、15歳未満の方は保護者の同行が必要です。
【表彰（特典）】  ◎富士山一周（全18ステージ）完歩踏破者に完歩証・記念品を贈呈。
 ※第10回までの参加者で各回のステージ終了が未達の場合は、第11回で未達歩行区間のステージに参加し一周完歩達成も対象となります。
 ◎各ステージ毎（各月参加日）に参加特典（バッジ・地元名物”おもてなし”）がございます。
【天　　候】  雨天決行。但し、台風・大雪等の荒天や地震及びその他の影響により、安全確保が出来ない場合は「催行を中止」させて頂きます。
 ※催行中止とする場合は、前日中にご連絡いたします。（連絡なき場合には、実施いたします。）
【免責範囲】  万一各自の不注意による事故が発生した場合、応急処置を致しますがそれ以上の責任は負えません。ご承知下さい。
 参加に際し自己の体調管理をお願い致します。
 ※万一の為に「旅行保険（任意）」への加入をおすすめいたします。（加入希望者は、お申込み時に御問合せ下さい。）
【そ の 他】  当イベント専用の駐車場はございません。お車で参加される方は、「山梨・静岡発着コース」にお申込みの上、集合場所付近の有料駐車場を各自ご利用下さい。
【取 消 料】  お客様はいつでも下記取消料を支払って旅行契約の解除ができます。

■本旅行は富士急トラベル（株）が企画実施するツアーです。参加されるお客様と当社の契約は観光庁長官認可の国内募集型企画旅行約款に基づく旅行条件書及び
　パンフレットに記載されている条件によります。お申込み前に旅行条件書をお受け取りお読み下さい。

参加申込み人員が3名以上の場合はコピーしてお申込み下さい。

ウォーキング協会スタッフ等の案内・誘導によるグループ歩行となります。安全で快適な歩行に向けマナー尊守にご協力をお願いします。

ステージ  実施月日  スタート…ゴール  歩行距離  消費カロリー
開催日 及び 各月ウォーキングコース

初回（平成27年10月）のみ、『お試し価格』です。一度体験してみてはいかがでしょうか！

東京・神奈川・埼玉 発着コース 旅行代金

★気候の関係で猪之頭公園～奥河口湖の⑫⑬⑭⑮ステージは前倒しにて実施します。

① 2015年10月 □ 3日㊏ □ 6日㊋
② 11月 □ 7日㊏ □10日㊋
③ 12月 □ 5日㊏ □ 8日㊋
④ 2016年 1月 □ 9日㊏ □12日㊋
⑤ 2月 □ 6日㊏ □ 9日㊋
⑥ 3月 □ 5日㊏ □ 8日㊋
⑦ 4月 □ 5日㊋ □ 9日㊏
⑧ 5月 □ 7日㊏ □10日㊋
⑨ 6月 □ 4日㊏ □ 7日㊋
⑩ 7月 □ 2日㊏ □ 5日㊋
⑪ 8月 □ 6日㊏ □ 9日㊋
⑫ 9月 □ 3日㊏ □ 6日㊋
⑬ 10月 □ 1日㊏ □ 4日㊋
⑭ 11月 □ 5日㊏ □ 8日㊋
⑮ 12月 □ 3日㊏ □ 6日㊋
⑯ 2017年 1月 □10日㊋ □14日㊏
⑰ 2月 □ 4日㊏ □ 7日㊋
⑱ 3月 □ 4日㊏ □ 7日㊋

 実施月日 東京・神奈川・埼玉  □甲府駅 富士急バス 甲府（営）  □河口湖駅  □富士駅  □沼津駅
お試し価格初回のみ初回のみ初回のみ初回のみ

5,500円

5,500円

5,500円

6,000円

6,000円

全出発地均一料金
8,800円

全出発地
均一料金
8,800円

4,500円

4,500円

4,500円

5,000円

5,000円 5,000円

5,500円 5,000円

5,500円
5,500円

5,500円

5,000円

4,500円4,500円3,000円4,000円6,800円

5,000円

4,800円

4,800円

4,500円

4,500円

4,300円

4,000円

5,300円

参加申込書　参加日・乗車地の■に✓を入れてください。

参 加 お 申 込 み の ご 案 内

参　加　要　項

乗車場所
✓印をお願いします。
□新宿駅
□八王子駅
□横浜駅
□町田駅
□平塚駅
□秦野駅
□横須賀中央駅
□港南台駅
□大宮駅

取消日  10日～8日前  7日～2日前  前日  出発日  出発後又は無連絡不参加
取消料  20%  30%  40%  50%  100%

ご参加いただくには事前のお申込みが必要です。『月単位のお申込み』、『数ヶ月または年間まとめてのお申込み』のいずれでもお受けいたします。

お申込み方法

お申込み期限

電話、FAX又はホームページからお申込みいただき、予約確認後、旅行代金を5日以内に下記『ゆうちょ銀行』へ払込みください。

各月開催日の7日前まで（以降は電話でのみお受けしますが、最終参加案内書の発送は間に合いません。）

ドリームウォークふじやまツアー

●首都圏 発着コース　…………　ゆうちょ銀行　00100-6-104043　 口座名　富士急トラベル㈱
●山　梨 発着コース　…………　ゆうちょ銀行　00220-8-73539　　口座名　富士急トラベル㈱
●静　岡 発着コース　…………　ゆうちょ銀行　00860-2-13038　　口座名　富士急トラベル㈱

■共通事項 ●ウォークスタート地点・ゴール地点、集合解散地・時間が変更となる場合もございます。
 ●出発時間は月によって変りますので、必ず「最終参加案内書」でご確認下さい。
 ●最少催行人数：各コース30名（催行中止の場合には、最寄りの発着地への変更をお願いする場合があります。）

大人お一人様 6,800円～8,800円（小人同額）

出発場所  旅行代金  出発予定時間  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　ー　ス
新宿駅
八王子駅
横浜駅
町田駅
平塚駅
秦野駅

横須賀中央駅
港南台駅
大宮駅

8：00～8：30

8：10～8：40

8：00～8：30

8：10～8：40

7：45～8：40

8：40～9：10

7：15～7：45

8：00～8：30

7：30～8：00

新宿駅=スタート地点（10：20頃）…各月ウォーキングコース…ゴール地点=入浴施設=発地（18：00～19：30頃）

八王子駅=スタート地点（10：20頃）…各月ウォーキングコース…ゴール地点=入浴施設=発地（17：45～19：30頃）

横浜駅=スタート地点（10：20頃）…各月ウォーキングコース…ゴール地点=入浴施設=発地（18：15～19：30頃）

町田駅=スタート地点（10：20頃）…各月ウォーキングコース…ゴール地点=入浴施設=発地（18：15～19：30頃）

平塚駅=スタート地点（10：20頃）…各月ウォーキングコース…ゴール地点=入浴施設=発地（18：15～19：45頃）

秦野駅=スタート地点（10：20頃）…各月ウォーキングコース…ゴール地点=入浴施設=発地（18：15～19：45頃）

横須賀中央駅=スタート地点（10：20頃）…各月ウォーキングコース…ゴール地点=入浴施設=発地（18：15～19：45頃）

港南台駅=スタート地点（10：20頃）…各月ウォーキングコース…ゴール地点=入浴施設=発地（18：15～19：45頃）

大宮駅=スタート地点（10：20頃）…各月ウォーキングコース…ゴール地点=入浴施設 =発地（18：30～20：00頃）

27年10月限定

6,800円

※上記料金には、ウォーキング参加費・バス代・昼食代（お弁当・お茶付き）・立寄り入浴施設代を含みます。

山梨 発着コース 旅行代金 大人お一人様 3,000円～6,000円（小人同額）

集合・解散場所  旅行代金  出発予定時間  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　ー　ス
甲府駅

富士急山梨バス甲府（営）

河口湖駅

7：15～8：30

7：35～8：50

8：30～9：45

甲府駅=富士急山梨バス甲府営業所=河口湖駅＝スタート地点（10：20頃）…各月ウォーキングコース
…ゴール地点=発地（16：30～19：00頃）

※上記料金には、ウォーキング参加費、バス代、昼食代（お弁当お茶付き）を含みます。

4,000円～6,000円

3,000円～5,000円

静岡 発着コース 旅行代金 大人お一人様 4,000円～5,500円（小人同額）

集合・解散場所  旅行代金  出発予定時間  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　ー　ス
富士駅

沼津駅（土曜発のみ）
8：50～10：10

8：50～10：10

富士駅=スタート地点（10：20頃）…各月ウォーキングコース…ゴール地点=発地（15：00～16：30頃）

沼津駅=スタート地点（10：20頃）…各月ウォーキングコース…ゴール地点=発地（15：00～16：30頃）

※上記料金には、ウォーキング参加費、バス代、昼食代（お弁当お茶付き）を含みます。

4,500円～5,500円

4,000円～5,500円

インターネットからもお申し込みできます。 検索

河口湖大池公園……北口本宮浅間神社……忍野八海
忍野八海……花の都公園・山中湖（北岸）……山中湖
山中湖（平野）………文学の森………道の駅すばしり
道の駅すばしり………さくら公園………友愛パーク原里
友愛パーク原里………駒門………御殿場高原時の栖
御殿場高原時の栖………五竜の滝………裾野地区
裾野地区…………長泉・鮎壺の滝…………三嶋大社
三嶋大社…………柿田川湧水公園…………沼津港
沼津港………千本浜公園・堰堤………富士マリンプール
冨士マリンプール……みなと公園………富士市中央公園
富士市中央公園…岩本山公園…富士山本宮浅間大社
猪之頭公園…………朝霧高原…………本栖湖リゾート
本栖湖リゾート…………本栖湖湖畔…………精進湖
精進湖……………富岳風穴……………道の駅なるさわ
道の駅なるさわ………西湖畔………奥河口湖・足和田
富士山本宮浅間大社………下之坊………白糸の滝
白糸の滝…………田貫湖畔…………猪之頭公園
奥河口湖・足和田……大石公園……河口湖大池公園
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