
京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝浅草寺(参拝）＝＝＝�🚲＝＝＝�東京スカイツリー（⼊園）＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅
 2.4Km(13分）   <1時間>              1.3Km(7分）             <2時間>                        3.7Km(21分）

<2>北の丸公園・千⿃ヶ淵コース(10.２Km 3時間16分)
京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝北の丸公園(科学技術館<⼊館>）＝＝＝🚲＝＝＝千⿃ヶ淵公園(散策)＝＝＝🚲＝＝＝靖国神社(参拝)＝＝＝

 4Km(23分）              ＜1時間＞                    1.3Km(6分）     ＜30分＞    1.3Km(7分）  <50分>  3.6Km(20分）  
 ＝京成上野駅

<1> 東京最古のパワースポットめぐり(6.5Km 2時間14分)
京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝榊神社＜第六天榊神社>（参拝）＝＝＝🚲＝＝＝浅草寺（参拝）＝＝＝🚲＝＝＝下⾕神社（参拝）＝＝＝🚲

 2.4Km(13分）              ＜20分＞                             1.5Km(7分）    ＜1時間＞       1.6Km(9分）       <20分>   1Km(5分）
 ＝＝＝京成上野駅

<3> 東京スカイツリーと浅草寺(7.4Km 2時間41分)



京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝寛永寺(参拝）＝＝＝�🚲＝＝＝�⾕中銀座商店街（散策）＝＝＝🚲＝＝＝東京⼤学⾚⾨(記念撮影）＝＝＝🚲

<4> 六義園・根津神社と⾕中銀座散策(8.4Km 2時間54分) 
京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝根津神社（参拝）＝＝＝🚲＝＝＝六義園（⼊園）＝＝＝🚲＝＝＝⾕中銀座商店街（散策）＝＝＝🚲＝＝
                         1.8Km(9分）   ＜30分>                 2.2Km(12分)    <50分>                2.1Km(11分)      <50分>                     2.3Km(12分)

 =京成上野駅
<5> 神⽥明神・寛永寺と⾕中銀座散策(8.3Km 2時間58分)

深川江⼾資料館（⼊園）＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅
      ＜50分>               5.2Kｍ(26分)

                      2.5Km(15分）                                      4.5Km(30分）※⼀般道も含みます。              <60分>              0.4Km 🚲1分              

                       1.6Km(8分）    <30分>            1.4Km(7分）       <50分>                      2.4Kｍ(12分)    ＜10分>               1.5Kｍ(8分)             

 ＝＝＝神⽥神社＜神⽥明神＞(参拝)＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅
                      <40分>                           1.4Km(7分)

<6> 隅⽥川左岸沿いサイクリングと清澄庭園・深川散策(12.2Km 3時間1分)
京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝浅草通・駒形橋＝＝「🚲隅⽥川左岸沿いサイクリング」＝＝＝清澄庭園(⼊園）=��🚲⼜は徒歩🏃…



                     4.8Km(25分）        ＜50分＞        1.3Km(8分）    ＜50分＞   1.3Km(8分）    ＜50分＞    2.3Km(12分）

  ＝京成上野駅

京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝旧古河庭園（⼊園）＝＝＝🚲＝＝＝六義園（⼊園）＝＝＝🚲＝＝＝⾕中銀座（散策）＝＝＝🚲＝＝＝

<7> 清澄⽩河コース(10.6Km 3時間2分)

・・徒歩🏃・・・清澄⽩河エリア(散策)＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅

<8> 深川の歴史と庭園散策(10.8Km 3時間14分) 

京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝両国橋(通過）＝＝＝�🚲＝＝＝�萬年橋<新⼩名⽊川⽔⾨近く＞（記念撮影）＝＝＝🚲＝＝＝清澄庭園(⼊園)・
                      4.7Km(25分）                <10分>                          0.6Km(3分）     <1時間>       

 ※駐輪場同じ場所           <1時間>             4.8Km(24分）

<9> 都⽴庭園・六義園と⾕中銀座散策(9.7Km 3時間15分)

京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝芭蕉記念館（⼊園）＝＝＝🚲＝＝＝清澄庭園（⼊園）＝＝＝🚲⼜は徒歩🏃＝＝＝深川江⼾資料館（⼊園）＝＝
                         4.3Km(23分）  ＜30分>                    0.9Km(4分)         <1時間>                         0.4Km🚲1分                    <50分>         

 ＝🚲＝＝＝京成上野駅
   1.4Km(7分)



 =京成上野駅

                        7Km(38分）   ＜1時間30分＞      0.3Km(1分）   ＜50分＞        6.6Km(33分）    

<12> 巣とげぬき地蔵尊・⾶⿃⼭コース(12.6Km 3時間36分)

                       5.2Km(26分）                           ＜1時間30分＞                          1.9Km(10分）   ＜1時間＞           ５.8Km(30分）    
京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝巣鴨地蔵通り商店街・とげぬき地蔵尊 髙岩寺(散策・参拝)＝＝＝🚲＝＝＝⾶⿃⼭公園(散策）＝＝＝🚲＝＝

<10> 若洲海浜公園サイクリング(35Km 3時間30分)
京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝若洲海浜公園（🚲サイクリング））＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅   ※途中、⽇本橋・⾨前仲町など
               14.5Km(1時間15分）    1周約6Km<滞在1時間>              14.5Km(1時間15分）

<11> 東京タワー・増上寺コース(13.9Km 3時間32分)

京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝東京タワー(⼊園)＝＝＝🚲＝＝＝増上寺(参拝）＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅



0.9Km(4分）＜50分＞      0.9Km(4分）                         ＜1時間＞                                                     0.9Km(4分）             ＜1時間＞     

                       3.5Km(19分）                       ＜3時間＞                                                                 3.5Km(19分）
京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝丸の内(丸ビル・新丸ビル・三菱⼀号館美術館・丸の内仲通り等⾒学・⼊園・散策)＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅

🚲＝＝＝旧岩崎邸庭園(散策)＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅
                        ＜50分＞         0.8Km(4分）

<13> ⽂京⽂豪・坂コース(12.6Km 3時間36分)
京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝弥⽣美術館・⽵下夢⼆美術館(⼊園)＝＝＝🚲＝＝＝⽩⼭神社(参拝）＝＝＝🚲＝＝＝⼩⽯川植物園(散策）

<14> 丸の内でお買い物・散策(7Km 3時間38分) 

                       1.6Km(9分）                 ＜30分＞               1.6Km(7分）     ＜30分＞            0.8Km(4分）      ＜50分＞      

                                                                                                                                              1.1Km(6分）       ＜20分＞                       0.7Km(3分）

 ＝＝＝伝通寺(参拝）＝＝＝🚲＝＝＝⽂京区シビックセンター展望台ラウンジ<25階>(⾒学)＝＝＝🚲＝＝＝本郷五・六丁⽬界隈(散策)

<⽂京ふるさと歴史館・樋⼝⼀葉旧居跡[井⼾]・宮沢賢治旧居跡・鳳明館＞[旅館]等＝＝＝🚲＝＝＝麟祥院(春⽇局の像墓)<参拝>＝＝＝



京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝築地エリア(築地場外市場・築地本願寺等)＝＝＝🚲＝＝＝銀座エリア(デパート・雑貨店・喫茶店等）＝＝＝

🚲＝＝＝京成上野駅

<17> 銀座・築地コース(12Km 5時間3分)

                       4.3Km(24分）    ＜1時間＞   1.6Km(9分）          ＜2時間＞              4.9Km(27分） 

 ＝＝＝🚲＝＝＝⾺喰・横⼭町問屋街(散策）＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅
  0.6Km(3分）          ＜1時間＞                      2.8Km(13分）

<15> すみだ北斎美術館と問屋街(9.2Km 3時間38分)
京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝すみだ北斎美術館(⼊館)＝＝＝🚲＝＝＝両国・江⼾NOREN(ランチ）＝＝＝🚲＝＝＝浅草橋・船宿(記念撮影)
                 3.7Km(21分）        ＜40分＞          1.2Km(6分）        ＜1時間＞                        0.9Km(5分）       ＜10分＞     

<16> 神楽坂・ホテル椿⼭荘のんびり散策(10.8Km 4時間)
京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝神楽坂(散策)＝＝＝🚲＝＝＝ホテル椿⼭荘東京(ランチ・庭園散策）＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅



京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝お茶の⽔ おりがみ会館(⼊園)＝＝＝🚲＝＝＝靖国神社(参拝）＝＝＝🚲＝＝＝⾚城神社 神楽坂(参拝）＝＝＝

東京⼤神宮(参拝）＝＝＝🚲＝＝＝⼩⽯川後楽園(⼊園)＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅

                   2.2Km(13分）         ＜30分＞       1Km(5分）    ＜40分＞             0.6Km(3分）       ＜２時間＞              0.5Km(2分）

 ＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅
    1.8Km(10分)

                       1.6Km(9分）              ＜30分＞           2.3Km(13）    ＜50分＞          1.7Km(10分）    ＜30分＞     1.3Km(7分）

京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝江⼾東京博物館(⼊園)＝＝＝🚲＝＝＝両国国技館・相撲博物館(⾒学）＝＝＝🚲＝＝＝両国(ランチ・ちゃんこ）
                     3.5Km(20分）      ＜2時間＞          1Km(5分）        ＜30分＞         0.3Km(1分）     ＜1時間＞ 

 ＝＝＝🚲＝＝＝旧安⽥庭園(⼊園）・・徒歩🏃・・⼑剣博物館(⼊館)＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅
     0.5Km(2分）       ＜40分＞         0.1Km(0分）    ＜40分＞          3.1Km(17分）

<20> ⼤江⼾・川巡り(10.3Km 6時間44分)

     ＜40分＞                   1.1Km(5分）        <40分>                  1.9Km(10分)          <40分>             1.2Km                     <40分>           

<18> 神⽥川沿いコース(12Km 5時間3分)

  ＜50分＞               1Km(5分）         ＜50分＞                 3Km(17分）

<19> 両国コース(8.5Km 5時間35分) 

すみだ北斎美術館(⼊館）＝＝＝🚲＝＝＝⼤横川親⽔公園（散策)＝＝＝🚲＝＝＝隅⽥公園(散策)＝＝＝🚲＝＝＝合⽻橋商店街（散策）

京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝蔵前(街並み散策)＝＝＝🚲＝＝＝⼑剣博物館(⼊館)＝＝＝🚲＝＝＝江⼾東京博物館(⼊館)＝＝＝🚲＝＝＝



(散策)＝＝＝🚲＝＝＝寛永寺(参拝)＝＝＝🚲＝＝＝上野公園<東京国⽴博物館・国⽴科学博物館・国⽴⻄洋美術館等>(⼊館)＝＝＝🚲＝

京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝根津神社(参拝)＝＝＝🚲＝＝＝六義園(⼊園)＝＝＝🚲＝＝＝旧古河庭園(⼊園)＝＝＝🚲＝＝＝⾕中銀座商店街

               1.4Km(7分）    ＜30分＞        2分(0.6Km)                                         ＜3時間＞                                                       1.7Km(9分）

＝＝＝京成上野駅

 ＝＝＝ニコライ堂(記念撮影)＝＝＝🚲＝＝＝神保町(街並み散策)＝＝＝🚲＝＝＝皇居(⼀周５Kmサイクリング）＝＝＝�🚲＝＝＝�

国会議事堂(記念撮影)＝＝＝⽇⽐⾕公園(散策）＝＝＝🚲＝＝＝東京駅(通過)＝＝＝🚲＝＝＝秋葉原(電気街散策)＝＝＝🚲＝＝＝末広町・

・御徒町(街並み散策）＝＝＝�🚲＝＝＝�京成上野駅

                    1.8Km(9分）         ＜30分＞      2.2Km(12分)    <50分>         1.3Km(8分）       ＜50分＞           2.1Km(11分）      ＜50分＞           

<21> 江⼾城周遊コース(22.8Km 7時間28分)

       <10分>               1.2Kｍ(5分)      <1時間>                 2.3Km(12分）              <30分>                           2.5Km(13分） 

<22>⾕根千コース(11.1Km 7時間28分) 

京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝湯島天神(参拝）＝＝＝�🚲＝＝＝�神⽥神社＜神⽥明神＞(参拝)＝＝＝🚲＝＝＝湯島聖堂(記念撮影）＝＝＝🚲
                        0.8Km(4分）   <30分>                   0.8Km(4分）          <40分>                           0.9Kｍ(3分)   ＜20分>        1.1Kｍ(4分) 

 <10分>                   2.4Kｍ(14分) ＜40分>                  1.9Kｍ(10分) ／2.2Kｍ(11分)              <1時間＞            0.6Km      <1時間>  

                                            1.1Km(5分)



京成上野駅＝＝＝🚲＝＝＝根津神社(参拝)＝＝＝🚲＝＝＝⽩⼭神社(参拝）＝＝＝🚲＝＝＝王⼦神社(参拝）＝＝＝🚲＝＝＝⻲⼾天神社
                       1.8Km(9分）      ＜20分＞        1Km(5分）    ＜20分＞      4.2Km(25分）   ＜20分＞       10.4Km(59分）  ＜20分＞ 

 (参拝）＝＝＝🚲＝＝＝富岡⼋幡宮(参拝）＝＝＝🚲＝＝＝芝⼤神宮(参拝)＝＝＝🚲＝＝＝品川神社(参拝）＝＝＝🚲＝＝＝⾚坂氷川神社

<23> 東京⼗社めぐり(46.9Km 7時間51分)

(参拝）＝＝＝🚲＝＝＝⽇枝神社(参拝）＝＝＝🚲＝＝＝神⽥神社<神⽥明神>(参拝）＝＝＝🚲＝＝＝京成上野駅
                   1Km(4分）        ＜30分＞            5.2Km(29分）     ＜30分＞                              1.4Km(7分）

                  5.1Km(27分）     ＜30分＞              5.6Km(33分）    ＜20分＞   5.1Km(23分）    ＜20分＞   6.1Km(30分）     ＜20分＞ 




