自転車で出かけよう。
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自転車ツアー情報満載

自然を感じていますか？
都会の生活は新しいものが溢れ、
とても刺激的でわく

デザインされた山道を走ったり。いろんな自然が重な

わくします。新たな人に会って影響を受けたり、洗練さ

り合って、
とても美しい瞬間があります。自然はとても

れた空間を楽しんだり…。多くの人が集まる場所はい

スローでゆったりしています。いつもとは時間の流れ方

ろいろな変化があり、
とてもおもしろいと思います。同

が違う、不思議な空間を過ごしてみませんか？ アロハ

じように自然の中にも、わくわくするようなことがいっ

バイクトリップは、
自転車の上から自然をご案内します。

ぱいです。見たこともない鳥に出会ったり、木漏れ日で

自転車なら行きたい場所がいっぱい

天草下島ライド。小さな漁村をいくつも走り抜け、入り組んだ海岸
線を南へ進む。初夏の木々の香りと、海からの潮風が気持ちいい。

阿蘇山頂へ向かう途中でお茶を淹れ

阿蘇の噴煙の上がる噴火口のすぐ近

鹿児島・枕崎の丘の上にはお茶畑が広

て、
アウトドアカフェのできあがり。

くまで自転車で行くことができる。

がり、新茶の香りがただよう。

自転車でつながろう
一緒にサイクリングを楽しんだ仲間は、特別な感覚でつな
がります。日本中、世界中に仲間を増やしましょう。

サイクル・
トゥ・ザ・サン
参加ツアー
２０１１年８月１８日〜２２日開催。
３泊５日でレースとマウイ島のサ
イクリングを楽しむ。レース後は
美しいビーチでリラックス。詳細
はHP参照。

ガイドツアーに行くと仲間に出会える
アロハバイクトリップのツアーは12名までの少人数制。一緒に走る参加者同士、距離が近いこ
とも特徴です。1日自転車を楽しんでいると、サドルの上から、休憩時間にと、おしゃべりする時
間もたっぷり。自転車の話題はもちろん、他のアウトドアのことなど話はつきません。ツアーが
終わる頃には、
「次はどこへ行こうか」なんて、一緒に相談するくらい仲良くなっていることもあ
ります。右下の写真は、
日本各地のマウンテンバイクガイドツアーが共同で開催したイベント
『
ライド＆ミート』の様子です。いつもは少人数制のアロハのツアーだけれど、
こういったイベント
のときは、大勢のマウンテンバイカーに出会えます。様々な場所で活動しているツアーガイドと
知り合えることも魅力のひとつ。イベントをきっかけに、
日本中のトレイルを走って、
日本中にマ
ウンテンバイク仲間ができたら楽しいと思いませんか？

ライド＆ミート
２０１１年４月１６日
（土）開催
主催：日本マウンテンバイクガイド協会（JAMGA)
http://www.mtbguide.net/
アロハバイクトリップはJAMGA加盟ツアーです。

世界のサイクリストと一緒に走ろう
『サイクル トゥ ザサン』は、
ハワイ・マウイ島で開催される自転車レースです。古き良きハワイの雰
囲気が残るビーチの町・パイアから、マウイのシンボル・ハレアカラ山の山頂標高3,000mまで、
58kmの道のりはほぼ全て上り坂。コース上からはマウイ島のパノラマが広がり、絶景の連続を
楽しめるのと同時に、
自分の体力がどこまで続くのかという冒険も楽しむこともできます。参加者
は200名限定でとてもアットホームなレース。毎年参加するリピーターも多く、
ローカルライダー
に再会すると
「今年はどんなところを走った？」なんて情報交換が始まります。
レースに参加するツ
アーでは、
日本からの参加者で即席のチーム・ジャパンを結成。
レース前の緊張感はさておき、
マウ
イ島のサイクリングを楽しんだり、
レース情報を交換したり、密度の濃い時間を過ごすことができ
ます。パワフルなローカルサイクリストと思い切り走るチャンス。そして、
日本からの参加者同士、
同じ目的を達成する喜びも味わうことができます。

サイクリング・ジャパン
日本のサイクリングを海外からの参
加者に楽しんでもらう、
アロハバイク
発信の企画。ツアー情報は英語でホ
ームページに掲載。
http://www.cyclingjapan.jp

サイクリングで日本再発見
クール・サイクリング・ジャパン。世界の様々な場所を走っている欧米のサイクリ
ストの間で、
日本ライドが注目を集めています。山、川、海…、豊かな自然と街が
コンパクトに収まっている日本の地形的な面白さ、走りやすく清潔な道路は、
サ
イクリストが望む極上のサイクリング環境といえるでしょう。それに加えて、道
すがら立ち寄る神社やお寺に漂う厳かな雰囲気や、
アフターライドの温泉、伝
統的な旅館でいただく日本料理など、サイクリング以外にも、異文化体験やバ
ケーションを楽しむ要素がたっぷりあります。そして参加者の声で一番多いの
が、サイクリング中に出会った日本人の親切さ、
フレンドリーさ、繊細な気遣い
が旅行を素晴らしいものにしてくれた、
というもの。そんな彼らと一緒に、サイ
クリングで日本を再発見しませんか？ アロハバイクトリップでは、海外のサイク
リスト向けの日本ツアーを開催しています。もちろん日本のサイクリストも大
歓迎。日本語しか話せない？ サイクリングに言葉の壁はありません！

国内トリップ
都会を離れて静かな田舎でサイクリング。その土地の食
べ物と温泉、地元の人の温かいおもてなしなど、楽しみは

Japan trip

つきません。少し長い週末をとって遠くへ出かけるのはい
かがでしょうか？

伊豆
週末ライ
ドちょうどいい場所

左/海岸線のサイクリング。
上/仲間で楽しむのにMTB
はぴったり。右/山道を走り
ます。中央/伊豆の食材を
使ったランチ付き。

せっかくの週末、気持ちのいい場所でバイクライド

のサイクリングロード、森の中を走るMTBトレイル

BBQもできる貸し別荘タイプまで様々。アロハバイ
クではバイクフレンドリーな宿をご紹介しています。

を楽しみたいですね。青い海と白い砂浜、そしてい

まで様々。山が海まで迫り、変化に富んだ地形は、い

くつもの滝が流れる深い森がある伊豆半島は、週末

ろんな自然の姿を楽しむのにぴったりです。おすす

初心者から楽しめるサイクリングとマウンテンバイ

トリップに最適の場所。高速道路から遠いし、電車も

めはゆっくり一泊して、温泉ものんびり楽しむこと。

クの２daｙｓツアーでは、伊豆のおすすめスポットを

ゆっくり。時間はかかるけど、そんな辿りつくまでの

伊豆半島は、様々な泉質の温泉が小さなエリアに集

まるごとご案内します。あなたにぴったりの宿を見つ

時間がわくわくしてちょうどいいんです。フィールド

まっていて、毎回違う温泉を楽しむこともできます。

けて、伊豆を自転車遊びのホームグランドにしませ

は美しい海岸線のサイクリングから、静かな川沿い

宿泊はおしゃれなペンションから、仲間でわいわい

んか？

伊豆サイクリング＆マウンテンバイク ２ｄays
日程

場所

1日目

下田 １０
：
００ 下田駅集合

1泊2日参考プラン
南伊豆サイクリング

※東京都内より約３．
５時間（電車・車）

ライドを２日間で楽しみ

１５
：
００ ツアー終了 温泉へGO!

ます。海と山を両方楽し

１８
：
００ 貸し別荘タイプの宿でBBQ＆星空
2日目

河津

１０
：
００ 河津駅集合

宿から車で約２０分

１５
：
００ MTBツアー終了 温泉へGO!
１８
：
００ 海鮮料理店で新鮮な地魚定食

広い芝生のBBQスペー

バイクの心地いい疲れと共に無事帰宅〜

スが人気の貸別荘・ヴィ
ラ白浜。海を見ながら自
転車トークで夜も盛り上
がりましょう。

右上/星空の下のBQ
は気持ちがいいです。
右下/下田のタウンラ
イドも楽しい。

初心者向きのサイクリ
ングとマウンテンバイク

集合 伊豆急下田駅10:00
開催日 ３月〜６月、
９月〜１２月
走行距離 １日目40km、
２日目２０km
標高差 ２日間で上り600m
参考料金 13,600円（宿泊別）

める、伊豆ならではのプ
ラン。温泉、食事などア
フターライドの観光も
ご案内します。

2 P

※アイコンの説明はサイクリング、
マウンテンバイクのページ参照

北海道
夏でも爽やかな北の島へ

千歳空港に到着して１時間後には、青い湖面が輝く支笏湖畔のサイクリングを
スタートできます。
６月から８月にかけて、本州が梅雨と夏の暑さでバテ気味な
ときに、北海道はまさにサイクリングパラダイス。ペダルをちょっと漕ぎ出せば、
心地いい湖畔の風がほおを流れていきます。サイクリングの後もキャンプを楽
しんでアウトドアは続きます。外にいるとちょうどいい気温のこの時期、
アウトド
アクッキングから、星空を眺めながらのディナー、夜がふけるにつれて盛り上が
るサイクリングトークとアフターライドもたっぷり楽しいですよ。さあ、今年の夏
は北の島へ向かいましょう！

北海道サイクル＆キャンプ ３days
日程
1日目

場所

2泊3日参考プラン
支笏湖サイクリング30km〜キャンプ場着

上/支笏湖畔はさわやかな風
が流れています。

2日目

洞爺湖 洞爺湖一周サイクリング50km〜キャンプ場着
温泉＆BBQスタート 星空ウォッチング

3日目

千歳

羊蹄山サイクリング40km

湧き水飲みましょう

千歳空港解散

左/北海道に来たら、やっぱり
かわいい子牛に出会いたい
ですね。
右/キャンプはみんなで作る
アウトドアディナーが盛り上
がります。本場、スープカレー
を作っちゃいましょう。

レンタルバイクもあり、
手ぶらで北海道サイク

支笏湖 千歳空港到着

リングを楽しめる嬉しい
企画。サイクリングのあ
とはキャンプで思い切
りアウトドアを満喫でき
ます。星空の下でジン

集合 千歳空港
ギスカンしましょう。
開催日 6月〜8月 HP参照
走行距離 １日目30km、
２日目50km、3日目40km
標高差 3日間で上り600m
参考料金 ４５，
０００円（ガイド料のみ）
※料金は自転車ツアーのガイド料金のみです。宿泊
も含めたツアー料金は旅行会社よりご案内します。

2

屋久島
縄文杉の島を一周しよう
あの縄文杉を育てた屋久島、実はサイクリングもとっても素晴しいんですよ。深
い森が生み出すおいしい空気と澄んだ水、青い海、屋久島は景色のどこを切り
取っても絵になるんです。そんな島の景色を全部楽しむのにちょうどいいスピ
ードが自転車。ペダルをこぎながら民家の庭のバナナを眺めたり、遠くに愛子岳
がみえてきたり、屋久猿の群れに囲まれたり
（はじめはちょっと怖いけど、慣れる
とかわいい）、島のリズムに包まれます。一周がちょうど１００kmというのもチャ
レンジしてみよう！ っていう気にさせられます。サイクリングのあとは延泊して、
ぜひ森のハイキングに出かけてくださいね。

屋久島一周１００km ３days
日程
1日目
2日目

上/ガジュマルの森で一休み。
下/ハイキングで山頂まで辿り
着けば跳びたくなります。
ち ょう ど 一 周
100kmの屋久
島ライドに挑戦。

深い森からあふれる水は滝となってサ
イクリングの疲れを癒してくれます。

3日目

場所

2泊3日参考プラン

潮が合えば海中温泉も

宮之浦 宮之浦周辺サイクリング１０km

楽しめます。海から湧き

温泉、
民宿チェックイン

出る温泉は自然との一

湯泊

屋久島一周サイクリング前半50km

体感たっぷり。サイクリ

温泉、
民宿チェックイン

ングの後のハイキング

宮之浦 屋久島一周サイクリング後半50km
温泉、
午後解散

集合 屋久島空港、宮之浦港
開催日 １０月〜１１月 HP参照
走行距離 １日目５０km、
２日目５０km
標高差 ２日間で上り１０００m
参考料金 4５，
０００円（ガイド料のみ）
※料金は自転車ツアーのガイド料金のみです。宿泊
も含めたツアー料金は旅行会社よりご案内します。

もガイド付きツアーが
おすすめ。屋久島の森
を心から愛するガイドを
ご紹介します。

2

海外トリップ
日本ですでにいろんな場所でサイクリングを楽しんでい
るあなた、海外サイクリングはいかがでしょうか？ 異国の

World trip

自然の中を走る新鮮さ、景色から食べ物からすべて違う
環境に、好奇心が溢れ出します。

Maui, Hawaii
ハワイの空気、
バイクに乗って味わおう

ゐる〿〨〯途

色〯饚か〨ゐグづ毘凇☫

オアフ島から飛行機で40分、
マウイ島には昔から変
わらないハワイの自然の姿がまだまだ残されていま
す。サイクリングを楽しむなら、ちょっと足を伸ばして
マウイ島まで来るのが正解。静かなビーチや、車の
少ない田舎道、次々と景色が変化する海岸線のサイ
クリングを楽しむことができます。ハワイアンの聖地
にもなっている、標高３０００mのハレアカラ山のふ

「ぐ々々攚仛

っやガゑるる〰紷咂

もとには高原が広がって、
１年中涼しい風が吹いてい
ます。高原の気温は真夏でも２０〜２５℃と快適にラ
イディングできて、ハワイにいることを忘れてしまう
くらい。サイクリングの後に、疲れた体をビーチに寝
転がって癒していると、
パラダイスって本当にあるん
だなあ〜って、心から思ってしまいます。
でとぺらゟでづ〯洸屹綛

マウイ島一周サイクリング

オゐづる〯ゔソも

쁷삱骙占쁁洸쁤襌䷌쁟쀫紷昰

サイクル・トゥ・ザ・サン

サポートカーとガイド付きで初心者から楽しめるツアー

海抜0mのビーチから、標高3000mのハレアカラ山頂

を企画しました。走行距離６０kmも、マウイの気候と景

上まで上る究極のヒルクライムイベント。眼下には緑あ

色のすばらしさであっという間。アフターライドもビー

ふれるマウイの大地と、光り輝く青い海が広がる絶景コ

チ、
ディナーと充実です。

ースを走ります。

日程
１日目

場所

4泊5日参考プラン

日程

カフルイ マウイ島到着、
ビーチまでショートライド。

１日目

場所

3泊4日参考プラン

カフルイ マウイ島到着、
イアオ渓谷ライド。

２日目

ハナ

カフルイ〜ハナ６０km。ハナにてコテージ宿泊。

２日目

３日目

クラ

ハナ〜クラ６０km。涼しい高原ライド

３日目

パイア レース当日。
レース後表彰パーティー。

４日目

カフルイ 朝食後解散。空港送迎あり。

４日目

カフルイ ウェストマウイ６０km。古都ラハイナでディナー。

５日目

カフルイ 朝食後解散。空港送迎あり。

開催日 ２０１１年8/２２(月)〜８/２６(金)
参考料金 １0０，
０００円(ガイド料のみ)
※料金は自転車ツアーのガイド料金のみです。宿泊
も含めたツアー料金は旅行会社よりご案内します。

クラ

コース下見。
クラ高原ライド。

開催日 ２０１１年8/１８(木)〜８/２１(日)
参考料金 8０，
０００円(ガイド料のみ)

2 １
3

※料金は自転車ツアーのガイド料金のみです。宿泊
も含めたツアー料金は旅行会社よりご案内します。

１
5

※アイコンの説明はサイクリング、
マウンテンバイクのページ参照

Bali, Indonesia
癒しの島でマウンテンバイク

バリ島は赤道からほど近い熱帯の島。緑はとても濃く、
バリの人たちの熱気にも
圧倒されてしまいます。そんなバリ島に、標高３０００m以上の火山があって、そ
の麓に涼しい高原が広がっているって知っていましたか？ そう、そこはシング
ルトラックと呼ばれる、細い山道がはりめぐらされたMTBパラダイスなんです。
道は農道だったり、地元の人の生活道だったりして、次々と景色が変化していき
ます。すれ違う子供たちはみんなフレンドリーで、笑顔で手を振ってくれます。山
を下るにつれて道はジャングルの中へ。熱帯の空気を楽しんだあとは、
フレッシ
ュジュース、
エステ、
バリ料理とライディング後の楽しみもたっぷりです。

バリ島トレイルライド
青空、ジャングル、人々の生活、食べ物どれも熱帯の中
でとてもパワフル。ここにいるだけで心も体も元気にな
ります。海外でリアルなトレイルを楽しみたい方、
バリ島
はおすすめですよ！ 高原の宿泊では温泉もあり。
日程
１日目
２日目
３日目

バリのMTBクラブ。毎週みん
なで走っています。
小さな集落は生活感
たっぷり。

信 仰 心 の 厚 いバリでは
神様の像があちこちに。

場所

4泊5日参考プラン

ウブド バリ島到着、
ウブドのホテルへ。
ウブド キンタマーニ高原〜ウブド３０km
バツール キンタマーニ高原〜バツール湖３０km

４日目

ウブド バツール湖〜トラガワジャ川３０km＋ラフティング

5日目

ウブド フリーデー サーフィン、
ビーチオプション

開催日 ２０１１年９/７(水)〜９/１１(日)
参考料金 ６０，
０００円(ガイド料のみ)
※料金は自転車ツアーのガイド料金のみです。宿泊
も含めたツアー料金は旅行会社よりご案内します。

2 １
3

上海, 中国
誰も知らないトレイルへ行こう
上海ローカルバイカーと一緒に楽しむクラブライドです。古いものと最新のも
のがミックスされた上海タウンライドを楽しんだあとは、車で４時間移動して田
舎の小さな村へ。タイムスリップしたかのようなその風景は、初めて来たのにな
んだか懐かしい独特の雰囲気。そして僕らは村の裏山目指してライディングス
上海タウンライドもおもしろい。

タート。そこでは山が生活の一部になっていて、
トレイルは山の奥深くまで続い
ています。ライディングスタイルはフリーライドです。ゆっくり上って、下りを思
い切り楽しみましょう。宿泊は民宿を利用します。庭の畑でとれた新鮮な野菜を
使って、宿のお母さんが作る本場の中華料理は忘れられません。

MTBローカルも増えている。

上海トレイルライド
上海のMTBクラブとの交流ライド。MTB仲間を世界

おいしい中華、
つくりますよ〜

に広げたい方、積極的にライドを盛り上げてくれる方、
中国文化に興味のある方、ぜひローカルと一緒に上海
のトレイルを楽しみましょう。
日程

場所

１日目

上海

２日目

午前トレイルライド、午後トレイルライド

３日目
４日目

左/小さな集落の中の
石畳のトラック。右/民
宿の自家栽培の野菜
で安全、新鮮な夕食。

3泊4日参考プラン
上海タウンライド、夜車移動でトレイルへ
午前トレイルライド、午後車移動で上海へ

上海

朝食後解散。空港送迎あり。

開催日 HPにて発表
参考料金 ５０，
０００円(ガイド料のみ)
※料金は自転車ツアーのガイド料金のみです。宿泊
も含めたツアー料金は旅行会社よりご案内します。

2 １
3

サイクリング
舗装された道を、
クロスバイク、
ロードバイクで走るサイク
リング。風を切る爽快感と、自分の力で進むスピード感が

Cycling

楽しい！まずは30kmからスタート、慣れれば1日160km
のロングライドも夢じゃありません。

南伊豆オーシャンライド３０ｋｍ

南伊豆ロードライド４０〜８０ｋｍ

南伊豆のビーチからスタートして

黒潮がダイレクトにぶつかる温暖な伊豆最南

海岸線を走る。太陽いっぱいの海

端の石廊崎周辺は、安定した気候で1年中快

を眺めながら、また、半農半漁の

適にライディングできる。漁村が点在する海

昔ながらの伊豆のライフスタイ

岸線のアップダウンライドは、波によって造ら

ルを垣間見ながら軽快にペダリン

れた荒々しい海岸線と、周囲に残る自然で、

グ。海岸線から落ち着いた農村を

秘境の雰囲気たっぷり。海岸に湧く天然温泉

通るコースは、ファミリーでの参

も見所のひとつ。
４０、
６０、
８０ｋｍコースあり。

加にも最適。もちろんゴール近く

集合 伊豆急下田駅 10:00
開催日 3月〜6月、9月〜12月随時
走行距離 40km 60km 80km
標高差 上り300〜1000m
参加費用 6,800円

には温泉もあり。

集合 伊豆急下田駅 10:00
開催日 3月〜6月、9月〜12月随時
走行距離 ３０km
標高差 上り200m
参加費用 6,800円

2 １
3 １
4 P

1 P

狩野川〜修善寺サイクリング５０km
狩野川サイクリングロードを海までゆっくり
ライディング。天城山の北側を流れ駿河湾へ
向かう狩野川は、自然が残さた美しいエリア。
ほぼ平坦な河川敷のコースなので初心者に
ぴったり。サイクリングをこれから始める方や
ご家族、友人を誘って走ってみようという方
におすすめ。海岸のランチも楽しみ。

集合 修善寺駅 10:00
開催日 3月〜6月、9月〜12月随時
走行距離 50km
標高差 上り100m
参加費用 6,800円

1 2 P
西伊豆ロードライド１００〜１３０ｋｍ

1

ほぼフラットな安全なコースを走る。初めてサイクリングを楽しむ方に最
適。走行距離〜30km、
上り標高差〜200m。

2

ゆるやかな上りとコーナーが続く下りを含むコース。ほとんどの初心者が
楽しむことができる。走行距離〜50km、
上り標高差〜500m。

１
3

急な上り、
下りを含むコース。公道で安全に走るテクニックと、
平均的な持
久力が必要。走行距離〜100km、
上り標高差〜1500m。

１
4

長い急な上り、
下りを含むコース。平均以上の持久力と、
ロングライドのた
めの知識が必要。走行距離〜150km、
上り標高差〜1500m。

１
5

長い急な上り、
下りを長時間走る確かな持久力と、
最後まで安全に気を配
上り標高差1500m〜。
る集中力が必要。走行距離150km〜、

P

初心者、
ファミリー向けツアー。

駐車場あります。

上級者向けのアドベンチャーライド。

軽食をご提供します。

飛行機輪行のアドバイスします。

おいしい湧き水あり。

レンタルバイクあります。

温泉が近くにあります。

ツール・ド・伊豆２３０km

2days
伊豆の海と山の大自然をたっぷり

半島の付け根・沼津を出発。変化に富んだ海
岸線を南下して石廊崎を目指す人気のコー

味わう２日間のライディング。
１日

ス。総距離100ｋｍ、総標高差2000ｍのア

目は西伊豆の海岸線130ｋｍ、総

ップダウンで、走行後の充実感は格別。伊豆

標高差2000ｍを。2日目は山岳

は山と海が近く、深い緑と青い海を同時に味

コース100ｋｍ、総標高差1700

わえるのがポイント。入り組んだ海岸線が多

ｍを走る。
トータル3700mの標

い日本は、変化に富む半島ライドが面白い！

高差があるハードなコースで、走

集合 JR沼津駅 8:00
開催日 3月〜6月、9月〜12月随時
走行距離 100km〜130km
標高差 上り2000m
参加費用 6,800円

１
4 P

行後は大満足。爽やかな季節に、
ビッグライドにチャレンジしよう！

集合 JR沼津駅集合 8:00
開催日 10/8(土)〜10/9(日)２日間
走行距離 1日目130km、2日目100km
標高差 1日目2000m、2日目1700m
参考料金 １３，
６００円(宿泊別)

１
4 P

ツアーのオススメポイント
フリーライディング

ガイド付きで楽しい

アロハのサイクリングツアーは自由なライディングが人気の秘密です。
コース上に数箇所ミーティングポイントを設けて、各ポイントまではフ
リー走行。ご自身のペースで自然を楽しみながらライディングできま
す。みんなのペースについていけなかったらどうしよう、
という心配は
ありません。

サイクリングの休日を素敵な時間にするためには、誰と一緒に走るか
はとても重要。アロハのガイドは走ることが大好きです。念入りなルー
ト設定と、おもてなしの心でみなさんと一緒に走ることを心から楽しみ
にしています。もちろん、
パンクなどのメカトラブル、万が一の際のファ
ーストエイドなどガイド付きは安心感が違います。

富士山サイクリング３０km

富士山一周サイクリング１００km
富士山周辺をのんびりサイクリン

富士山の周りをぐるっと一周する100ｋｍの

グする、初心者におすすめのツア

ライディングで、総標高差も1400ｍと走り

ー。河口湖、西湖、本栖湖、田貫湖

ごたえあり。1日中、360°
全ての方向から富

など、季節に合わせてルートを設

士山を眺め、走ることができる。朝霧高原か

定。静かな湖畔沿いや樹海のそば

ら白糸の滝までは、交通量も少なく自然を満

など、豊かな自然の中のサイクリ

喫。時にはペダルを休めて、雄大な富士山を

ングを楽しむことができる。湖面に

ゆっくり楽しもう。湧き水もおいしい。

映る富士山はとても美しくペダリ

集合 JR御殿場線御殿場駅 9:00
開催日 5/29（日） 9/２５(日)
走行距離 100km
標高差 上り1400m
参加費用 6,800円

ングの足も軽くなる。

集合 富士急河口湖駅 10:00
開催日 ４月〜１１月随時
走行距離 30km
標高差 上り100m
参加費用 6,800円

1 P

１
4 P
3 １

トレック 世界最高峰のレースで多くの栄冠を得
たバイクを生産するアメリカン№１ブランド

ジャケットのレンタルも
あり。500円
ヘルメット、
グループは
レンタルバイクとセット

ロードバイク￥4,000
TREK 1.5D

フラットバーロード￥3,000
TREK 7.3FX

阿蘇縦断サイクリング１６０km

利尻・礼文島サイクリング100ｋｍ 3days

湯布院から阿蘇を縦断して熊本

咲き乱れてとても美しい。利尻島はサイクリ

ハイウェイは日本とは思えない景

ング道が整備されて一周50ｋｍを気持よく

色の連続でペダルも軽快になる。

走ることができる。フェリーで礼文島に渡っ

阿蘇山頂付近まで走り、今でも噴

て今度はサイクル＆ハイク。2日かけて絶景

煙を上げる噴火口を見学したあ

ハイキングコースを自転車で移動しながら楽

とは熊本まで気持よくダウンヒル。

しむ。ライディング後は、海の幸を堪能しよう。

温泉が楽しめる。

解散

日本最北端の島、利尻・礼文島の夏は、花が

まで走るロングライド。やまなみ

集合地の湯布院では泉質のよい

集合 湯布院駅 ６
：
００
開催日 10/22(土)
走行距離 160km
標高差 上り2000m
参加費用 9,800円

トレックのよく整備されたバイクをレンタル
できます。初心者でも乗りやすいフラットバ
ータイプもあって安心。

熊本市内、
または熊本空港

5

集合 利尻島
開催日 HPにて発表
走行距離 100km（3日間）
標高差 上り500m（3日間）
参考料金 ３６，
０００円（ガイド料のみ）
※料金は自転車ツアーのガイド料金のみです。宿泊
も含めたツアー料金は旅行会社よりご案内します。

2 １
3

マウンテンバイク
オフロードの林道、山の中のトレイル、そしてもちろん舗
装された道も、
さまざまな場所を走ることができるマウン

Mountain Bike

テンバイク。緑の森の中を走る感覚は独特の気持よさが
あります。さあ、一緒に山に出掛けましょう！

ダウン・トゥ・オーシャン

ディープバレー天城
天城山の澄んだ水流で深く刻まれた谷をラ

伊豆半島にそびえる天城山のふ

イドするコース。原生林の中を流れる渓流に

もと、海を見下ろしながら走る絶

沿ってダウンヒルし、林道から森の中の山道、

景ライド。太陽と空と海を感じる

滝巡りウォーキング、田舎道のサイクリング

トレイルは、他ではなかかな味わ

と、次々と景色が変わっていく。天城トンネル

えない、一度は走ってほしいコー

や河津七滝、伊豆の踊子ゆかりの温泉地など、

ス。海までの里山パートは、林の

伊豆の名所もルート上にあり。

中 のシングルトラックが楽しい 。

集合 伊豆急河津駅 10:00
開催日 3月〜6月、9月〜12月随時
走行距離 15km
標高差 上り100m 下り600m
参加費用 6,800円

2 P
南伊豆トレイルライド
南伊豆トレイルライ
ド
林道をアプローチしてシングルト
ラックの入り口に立てば、ジェット
コースタートレイルのはじまり。標
高800mから山里まで、シングル
トラックのアップダウンを繰り返し、
1日中山の中を走る充実感たっぷ
りのコース。常緑樹が多く、一年中
緑溢れるライドが楽しめるこのエ
リアは、秘湯と名高い温泉もある。

集合 伊豆急下田駅集合 10:00
開催日 3月〜6月、9月〜12月随時
走行距離 25km
標高差 上り400ｍ 下り800ｍ
参加費用 6,800円

１
3 P

キッズチャレンジ伊豆

初級からステップアップの初中級
コースあり。

集合 伊豆急河津駅10:00
開催日 3月〜6月、9月〜12月随時
走行距離 初中級２０km 中級25km
標高差 上り600m下り1000m
参加費用 6,800円

2 １
3 P

1

ほぼフラットな広くてスムーズな路面を走る。初めてMTBに乗る方に最適。

2

ゆるやかな上りと、
簡単によけることが可能な岩や段差を含むトレイル。ほ
とんどの初心者が楽しむことができる。

１
3

急な上りと、
テクニカルな丸太越え、
ドロップオフ、
階段を含むトレイル。平
均的なライディング技術と持久力が必要。

１
4

長い急な上りとルースな路面、
難易度が高い、
または危険な障害物を避け
ながら走る。いくつかのセクションは歩いたほうがやさしい。

１
5

心拍数が最高になる上りや、
危険なドロップオフ、
タイトコーナー、
多くの障
害物がある。いくつかのセクションは歩いたほうが安全。
初心者、
ファミリー向きツアー。

P

駐車場あります。

上級者向けのアドベンチャーライド。

軽食をご提供します。

ナイトライド。
レンタルライトあります。

おいしい湧き水あり。

レンタルバイクあります。

温泉が近くにあります。

ダウン・トゥ・オーシャン・ウェスト
ディープバレー天城の渓谷コースをファミリ

人気のダウントゥオーシャンに西

ー向けにアレンジ。はじめは幅の広い林道で

伊豆バージョンが登場！ 海から反

MTBに慣れていく。シングルトラックも短い

射する太陽の光が森の中に差し

パートだが出てくるのでちょっぴり本格的。午

込んで、とても明るいトレイルラ

後はのんびりサイクリングし、海を目指そう。

イド。静かな西伊豆では、山から海

親子で参加できるおすすめコース。ぜひ、お

まで自然の中にどっぷりつかるこ

子さんと一緒にマウンテンバイクの休日を！

とができる。里山トレイルを満喫

集合 伊豆急河津駅 10:00
開催日 3月〜6月、9月〜12月随時
走行距離 15km
標高差 上り100m 下り600ｍ
参加費用 6,800円

1 P

したら、夕日を見ながら露天の温
泉につかる楽しみもあり。

集合 伊豆急下田駅 9:30
開催日 3月〜6月、9月〜12月随時
走行距離 20km
標高差 上り100m 下り600ｍ
参加費用 6,800円

１
3 P

ツアーのオススメポイント
初心者大歓迎

ガイド付きで安心

アロハのMTBツアーは約半数が初級ツアーの開催です。全く初めて
の方が1回目から楽しめるようにツアーを企画しています。ついていけ
なかったらどうしよう、他の人に迷惑かけたらどうしよう、
という心配は
無用、ぜひご参加ください。大切にしているのは、
自然をみんなで一緒
に楽しむこと！

マウンテンバイクで山に入ると、心配なことが多いもの。道に迷った
ら？ 転んで怪我をしてしまったら？ メカトラブルで動かなくなってしま
ったら？ そんな時にガイドがいれば安心。アロハのガイドは、みなさん
のレベルに合ったコースを、安全に楽しくご案内します。ファーストエイ
ドの講習を受け、万が一の場合には適切な対応ができます。

フジヤマトレイルライド

キャットアイ・ナイトライド
富士山周辺のトレイルを楽しむコ

静まりかえった漆黒の闇のトレイルで、神経

ース。日本のマウンテンバイカー

を研ぎ澄ませてアドベンチャー・ライドしよう。

ならば一度は走ってみたいこのエ

夜の深い森が、昼間とは違った顔で待ってい

リアを、ベストなシーズンに様々

る。鹿やウサギ、
イノシシにも遭遇!? キャット

なルートでライディングする。比

アイのLEDライトとともに、夜行性動物のテ

較的ゆるい傾斜の富士山のトレイ

リトリーにちょっとだけおじゃま。山の夜遊び

ルは、とても走りやすくレベルを

を楽しもう！

問わず楽しめる。富士山を間近に

集合 伊豆急河津駅 15:00
開催日 3月〜6月、9月〜12月随時
走行距離 15km
標高差 上り200m 下り600m
参加費用 6,800円

眺めながら走るおすすめツアー。

集合 富士山周辺 9:00〜10:00
開催日 初級5/14(土)10/16(日) 中級5/15(日)10/15(土)
走行距離 初級15km中級２０km 標高差 初級上り100m下り300m
中級上り４00m下り８００m
2 １
4 P
3 １
参加費用 6,800円

キャットアイのライトを無料で

１
3 P

レンタルできます。

トレック 世界最高峰のレースで多くの栄冠を得
たバイクを生産するアメリカン№１ブランド

ヘルメット、
グローブ、
プロテクターはレン
タルバイクとセット、
単品レンタルは1点
500円

フルサスバイク￥4,000
TREK Fuel EX 7

ハードテイルバイク￥3,000
TREK 6000

ビーチフォレスト伊豆

トレックのよく整備されたバイクをレンタル
できます。初心者には、
より快適なフルサス
をおすすめします。

アロハな伊豆大島
天城山周辺に残るブナの原生林

山頂から溶岩の黒い世界に包まれて、
まるで

を楽しむトレイルライド。海まで続

別の惑星に来たかのようなライディングが待

くシングルトラックのロングライド

っている。エキサイティングなライドの後は、

は体力、技術ともに経験が必要。

温泉＆BBQが楽しい。2日目は、ジャングル

バイクを押し上げるセクションも

の中のシングルトラックライド。ジェットコー

ある上 級 者 向けのコースで、

スターのように続く道は、海まで続いる。野

M T B の 機 動 力 、自 分 の 体 力を

生動物も多く、
自然満喫の週末になる。

100％使いきって、伊豆の山から
海まで満喫したい方におすすめ。

集合 伊豆急河津駅 9:00
開催日 3月〜6月、9月〜12月随時開催
走行距離 35km
標高差 上り1000m下り1300m
１
4
参加費用 6,800円

１
5 P

集合 伊豆大島
開催日 HP参照
走行距離 2日間で40km
標高差 上り500m 下り500m
参考料金 １９，
８００円（ガイド料のみ）
※料金は自転車ツアーのガイド料金のみです。
宿泊も含めたツアー料金は旅行会社よりご案内します。
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ツアーについて

ディープバレー天城初心者コースを例に、MTBツアーの
1日をご紹介。ウェアも参考にしてください！

About tour

自然の中でランチタイム。伊
豆の味覚を味わいましょう。

慣れてくると、細い山道
や段差も、
うまく走れる
ようになってきます。

駐車場や駅、
コンビ
ニなど、
わかりやすい
場所に集合します。

マイナスイオン
たっぷりの滝巡り
ウォーキングも。

まずは自己紹介。
そのあとMTBの扱い
方や安全面の講習をし
ます。

下りは危険が伴い
ます。
しっかり練習
して挑戦します。
実際にライディングし
て、
オフロードに慣れ
ていきます。

オリジナルツアーをつくろう！

ガイド、
レンタルギ
ア、
サポートカーを
利用し、アロハバ
イクのツアーをお
好みどおりにカス
タマイズしません
か？ いつものライ
ディング仲間、会

社の仲間でツアーを貸切れば、気兼ねなく思い切り楽し
めます。カップルやファミリーのプライベートツアーも
大歓迎です。オリジナルな休日のお手伝いをします！

お茶とおやつ
でひと休み。川
のせせらぎが
心地良いです。

海岸でゴール！ 近く
には温泉もあります。

川沿いのサイクリ
ングロードは季節
の花が楽しめます。

参加す
るとき
のウェ
アは…

動きやすいパン
ツがオススメ。
ピタッとしたジ
ーンズはペダリ
ングしにくい。

マウンテンバイクの場合
ケガ防止のため、長袖・ロングパンツがオ
ススメです。暑い季節は7分丈でもOK。
素材は汗が乾きやすい化繊のものが適し
ています。綿素材のTシャツはなるべく避
けましょう。
レインウェアの上下も用意し
てね。
レンタルもありますよ。

もう一度MTB
に乗って田舎道
をサイクリング
します。

サイクリングの場合
風を切って走るサイクリングはスリムフィットの
ウェアがオススメ。風が強いときもばたつかず
快適です。サングラスは、見やすい薄い色が
オススメ。1日中ハンドルを握るので、
グ
ローブも必須アイテムです。

靴は汚れても大丈夫な、
動きやすいスニーカー
で。サンダルはNG。

頭を守るヘルメットは
必需品。
レンタルあり。
MTBの場合
は、長指グロ
ーブを。
レン
タルあり。

天候の変化に
備えてジャケッ
トを。
レンタル
あり。

MTBは、
プロテ
クターがあると
グッド。
レンタル
もあり。

アロハバイクのポリシー
★自然にローインパクトな自転車ツアー

★責任ある自然人

自転車に乗って自然に触れることは、環境

自転車に乗りながら感じる自然は、
とても

にもやさしい身近な遊びです。できるかぎ

美しくすばらしいものですが、同時にとて

り自分の力で自然の中を走り回り、その気

も壊れやすかったり、思わぬ危険が潜んで

持ちよさを体験していただきたいと願っ

いたりもします。すべてが繊細につながり

ています。サポートカーは、自転車の楽し

あう自然環境を大切にしていくことや、自

さを多くの方に気軽に味わっていただく

分の身を危険から守ることは、責任ある自

ためのひとつの手段です。

然人としての第一歩だと考えています。

★アロハな仲間

★地域への貢献
私たちがライディングを楽しむことで、伊豆

アロハバイクは、多くの方々に自転車を通

はもちろん、
ツアーを開催する各エリアの

して、自然とより深く関わっていただきた

地元の方にも喜んでいただきたいと考え

いと願っています。自然を介して知り合っ

ています。そのエリアのローカルガイドと

たアロハな仲間とは、
日常生活では得られ

協力し合ってツアーを行うことはもちろん、

ないスペシャルな感覚を分かち合えるは

土地の素材を使った軽食をご提供したり、

ず。そんなすばらしい時間を、自然を愛す

日帰り温泉に立ち寄ったり、小さなことです

るみなさんとガイドで、一緒につくり上げ

が、地域に貢献したいと思っています。

たいと思っています。

ガイドの基準

ツアーお申し込み時の注意

アロハバイクのガイドは、JBA（日本

山道や公道で自転車走行を楽しむ。こういった自然の中での活動には、思わぬ事故が発生する危

自転車文化協会）のインストラクター

険があります。ツアーは危険を最小限にするように企画されていますが、
自然の中にはガイドの注

基準、
アウトドア・アクティビティに適し

意義務を超える危険が存在していることをあらかじめご理解ください。参加者は、
ツアー当日に、

た救急法であるウィルダネス・ファー

ツアー内容が自分のレベルを超えており、安全に続けることができないと判断した場合、いつで

スト エ イド の 野 外 救 急 法 基 準 、

も退出できる権利があります。

United Bicycle Institute（米国）の

加入する保険内容

メカニック基準に基づいてトレーニン

死亡・後遺障害補償金額

グされています。

入院保険金日額

389万円

3,000円

通院保険金日額

1,500円

償責任保険金額

5,000万円

アロハバイクのスタッフ
アロハケン

MTB・ロードガイド

自転車やサーフボード

キヨシ

MTB・ロードガイド

自転 車はもちろん 、サ

クララ

MTB・ロードガイド

ニュージーランドでアド

を片 手に、世 界を旅 す

ーフィンやスノーボード

ベンチャーレース修行

ることが大好きな、アロ

など、海・山を問わず、自

をしてきたアスリート。

ハバイクトリップの代表

然の中で遊ぶことが大

トレイルランやカヤック

好き。

のガイドもする。

・河村健一。

G-san

MTBガイド
トレイルライドやダウン

あっくん

MTB・ロードガイド

アイ

サポートスタッフ

MTB、ロードバイク問

ツアーでは、みそ汁・お

ヒル、
レース活動にスク

わず、
とにかくバイクラ

やつ 係 。伊 豆 の おいし

ールとMTB経験豊富。

イドを心から愛する、ア

い食材＆いい感じの温

ライディングのビデオ

ロハバイクのマスコット

泉もご紹介。家庭菜園

撮影も得意。

的存在です。

と猫に夢中。

MTB, ROADBIKE & CYCLING TOUR

自転車で、
もっと地球がおもしろくなる。

お申し込み
お問い合わせ

E-mail info@alohabike.com
Tel/Fax 0558-22-1516
http://www.alohabike.com
アロハバイク

検索
携帯サイト

アロハバイクトリップ 〒415-0012 静岡県下田市白浜3140-10

TEL/FAX 0558-22-1516

