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自転車に乗れば空気がおいしい。

世界中のおいしい空気をすいこもう

朝、家を出たときの新鮮な空気、春の南風に乗っ
てきた暖かい空気、夏の渓谷で川上から流れてく
るひんやりとした空気、海外の空港に降り立った
ときにワクワクしながら吸い込む空気、僕らはい
つもいろんな空気に囲まれています。

自転車に乗って遊ぶことは、そんな空気を楽しむた
めのすばらしい手段だと思います。ペダルをこげば、
新鮮な空気を全身で感じることができます。坂道を
登れば、いつもよりたくさんの空気を味わうことが
できます。そして下り坂になると、その空気が熱く
なった体を心地よくクールダウンしてくれます。

いつもより、何倍も空気を感じることができる自転
車。せっかくだから美しい自然の中で、おいしい空気
をたっぷり楽しみたいですね。アロハバイクトリップ
は、世界中のおいしい空気をあなたにご紹介します。

バイクを降りて寝転がれば、どこまでも続く空と海の青さに包まれる。自分
の足でたどり着いた山頂の空気は格別のおいしさ。　静岡県/伊豆半島

アロハバイクトリップ代表　 
河村健一（アロハケン） 
小学5年生でMTBと出会い、大学
時代に日本各地をツーリング。ハワ
イ・マウイ島でMT Bトレイルライド、
ロードバイクにのめり込み、2003
年アロハバイクトリップをスタート。

ワカティプ湖の向こうにサザンアルプスを眺めなががらライディング。ミルフォードサウンドからフィヨルドランド国
立公園を走り抜け、1 0日間のサイクリングのゴール・クイーンズタウンはすぐそこ。ニュージーランド/ワカティプ湖

すっかり空が高くなった秋の伊豆半島。海からの風が常に吹きぬける高原をダウンヒル。　静岡県伊豆半島

自転車に乗れば空気がおいしい。

3万年以上前からアボリジニの聖地として崇めら
れてきたグランピアンズエリア。太古の昔から続く
森の中、強くてさわやかなユーカリの香りを吸い
込みながら走る。 
オーストラリア/グランピアンズ国立公園
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3 ニュージーランドトレイルライド
亜熱帯雨林が広がる北島ロトルアのトレイ
ルを楽しむ。初心者から上級者まで楽しめ
るMT B パーク、原生林のトレイルライドな
どなど、アウトドアで遊びまくろう！

■開催日　2010年1/4(月)～1/11(月)
■参考料金　6泊8日基本コース180,000円(変更あり)
■申込締切　12/4(金)

4 ニュージーランド南島サイクリング
南島の断崖が続く西海岸から、入り組んだ
海岸線が美しいクイーンシャーロット、ドル
フィンスウィミングが楽しめるビーチ、ワイ
ナリーと変化に富んだコース。

■開催日　2010年1/14(木)～1/21(木)　
■参考料金　6泊8日基本コース200,000円(変更あり)
■申込締切　12/14(月)

海外のおすすめコースをベストシーズンに訪れよう！
気持ちいい気候でライディングできる場所をピックアップしました。

1 サイクル・トゥ・ザ・サン
海抜0m のビーチから、標高3000m のハレ
アカラ山頂上まで上る究極のヒルクライム
イベント。眼下には緑あふれるマウイの大
地と光り輝く青い海が広がる絶景コース。

■開催日　2009年8/23(日)　
■参加ツアー　８/21(金)～25(火)　
■参考料金　3泊5日基本コース100,000円(変更あり)
■カテゴリー　個人、2人1チーム（リレー）
■申込締切　7/21(火)

2 マウイ島一周サイクリング
マウイ島をキャンプしながら3日間でぐるっ
と一周ライディング。ジャングルを通り、天
国のような場所・ハナ、高原の町・クラから
ウェストマウイと島中を満喫。

■開催日 2009年8/25(火)～8/30(日)
■参考料金　4泊6日150,000円(変更あり)
■カテゴリー　
■申込締切　7/25日(土)　

    日程　  都市　　　　3泊5日基本コース

   1日目　     日本　  夕方JAL 等で出発。着後送迎バスでホテルへ。

   ２日目       マウイ　エントリー、コース下見ライド、カーボパーティー

   3日目       マウイ   イベント当日。レース後表彰パーティー。

   ４日目　    マウイ   午前送迎バスで空港へ。JAL 等で帰国。

   5日目     　日本    午後日本帰着。

    日程　  都市　　　　４泊６日基本コース

   1日目　     日本　 夕方JAL 等で出発。着後送迎バスでホテルへ。

　2日目       マウイ　カフルイ～ハナ80km 。ハナにてコテージ泊。

　3日目       マウイ   ハナ～クラ60km。

   4日目       マウイ   ウェストマウイ60km 。港町ラハイナにてディナー。

   5日目   　 マウイ   午前送迎バスで空港へ。JAL 等で帰国。

   6日目   　  日本    午後日本帰着。

NewZealand
南半球で夏を先取り

新婚旅行を2人で思い切り楽しみたいとこのツア
ーに参加しました。N Zは気候もよく、日も長いので
一日中ライディングを楽しめるのでお勧めです。特
にヘリバイクは360度 、大迫力の景観に圧倒され
ます。ぜひ一度体験してみてください。シャトルを
使ったダウンヒルライドも最高です。今回のNZ旅
行はまさに「Sweet Aｓ！」でしたね。

Ｍａｕｉ， Hawaii
トレードウインドが吹き抜ける島

新婚旅行でトレイルライドを楽しんだ
二人。スペシャルな旅行になったそう。

トモさん

詳しいレポートはホームページで
http://ｗｗｗ.alohabike.com/nz/rotorua/

ヘリコプターから降りれば、そこにあるのは雄大
な山々と尾根に続くトレイルのみ。聞こえるのは、
仲間のバイクがトレイル走る音のみだ。

※料金は宿泊、現地ツアー費用合計の目安です。航空料金別。
　正式には旅行会社よりご案内いたします。

※料金は宿泊、現地ツアー費用合計の目安です。航空料金別。
　正式には旅行会社よりご案内いたします。

詳しいレポートはホームページで
http://ｗｗｗ.alohabike.com/cycletothesun08/

世界中の道を走りまわるサイクリスト。今回
は究極のヒルクライムに初挑戦。

トリップレポーター　ヤバタさん

※料金はエントリー費、宿泊、現地ツアー費用合計の目安です。
　航空料金は含まれていません。正式には旅行会社よりご案内いたします。
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サイクル・トゥ・ザ・サン

ニュージーランドでトレイルライド

参加者は200名限定 、レース
はとてもアットホームな雰囲気

MT B パークは地図を持っていけば一人でも楽しむ
ことができます。ぶらっと走りにいってローカルラ
イダー、D H ライダーのテクニックやバイクを見る
のも楽しかったです。特にヘリバイクは日本では考
えられないBIG スケールでとてもオススメです。ロ
ーカルライダーの家でBB Q などサプライズ盛りだ
くさん。あっという間の楽しい一週間でした。

ヤスさん＆サチコさん

マウンテンバイクを心から
愛するナイスガイ。ライディ
ングテクもいけてます。

アウトドア天国ニュージーランド、もちろんMT B も
すばらしい環境がそろっています。今回は他では
なかなか味わえないヘリコプターを使ったトレイ
ルライドを体験。トレイルが造られているエリアは
先住民族マオリが昔から守ってきた豊かな自然が
残る場所。山頂までのアクセスはヘリコプターしか
ありません。これから走るトレイルをトレースしな
がらヘリは進み、山頂からは絶景の連続のライディ
ングが待っています。トレイルはよく整備されてい
て初心者でも楽しむことができます。これは究極
の山遊びですよ！　アロハケン

ホリエさん
山に入るとトレイルだけで
なく虫もさがしてしまう昆
虫博士。

毎日朝からMTB三 昧で筋肉痛になる暇もありま
せん。 MT Bフィールドも最高、ラフティングも楽し
くてニュージーランドはアウトドア天国ですね。社
会復帰が難しくなるほどとことん遊べます。

まもなく６０代半ばを過ぎる中年男（のつもり）に
とって、一気に３０００ｍアップは初めての経験で
す。昨年までの情報から、少し坂が多いロングライ
ドツーリング程度と考えて気軽にエントリーしまし
た。実際に麓から見るハレアカラ山はなだらかな
丘のようで、恐怖心はありませでした。エイドステ
ーションは標高１０００ｍ、２０００ｍ、２５００ｍ地点

の３ヶ所なので、ある程度の水、補給食は自分で
持って走らなくてはなりません。はじめの補給地
点までは早朝のスタートとはいえだんだん気温
が上がってきて、暑さと足が慣れていないのとで
体は重く感じました。スタートから水をこまめに補
給しながら走るのがコツだと思います。体が重い
のは前の日に興奮してよく眠れず寝不足がたたっ

ていたのでしょう。それに時差ぼけが解消してい
ないうちですから（日本時間の夜中の１時頃のス
タート）慣れるのに苦労しました。時間があれば
2-3 日前にマウイに来てゆっくりサイクリングを
楽しみながら体を慣らしておけば、当日100％ の
力が出せますよ。標高１０００ｍからは体が動き出
して呼吸も楽になり、足も順調に回り出しました。
標高200 0ｍ 地点で補給がうまく行かず標高
２５００ｍまで延ばしました。このためか足がつり
始めるようになり、マッサージしたりストレッチした
り標高２０００ｍから先はきつさを感じるようにな
りました。結果は６時間１２分。自分の予想よりは
オーバーして少しがっかり。これも自分の実力で
す。対策としては上りに合わせて軽いカラダ・自転
車・ギヤを用意してください。空気・水の綺麗な島
なので時間があれば１週間くらいゆっくり滞在す
るのがおすすめです。　

先住民族マオリが持つ山まではヘリコプターで移動。山頂
よりMTB専 用に造られたシングルトラックを走る。

    日程　  都市　　　　3泊5日基本コース

     １日目　   日本　  夕方出発。機内泊。

     2日目       NZ     オークランド着後、ロトルアへ移動。ショートライド。

     3日目       NZ     ロトルアトレイルライド

     4日目       NZ     ロトルアトレイルライド

     5日目       NZ     フリーデー。ラフティングなどオプションあり。

     ６日目       NZ     フィリナキ原生林トレイルライド

     7日目       NZ     ヘリコプターバイク（オプション）

     8日目       NZ     オークランドへ移動、日本へ。

    日程　  都市　　　　6泊8日基本コース

     １日目　   日本　  夕方出発。機内泊。

     2日目       NZ     クライストチャーチ～ハンマースプリング温泉６０ｋｍ

     3日目       NZ     ブランナーレイク～ウェストポート　６０km　

     4日目       NZ     ウェストポート～セントアーノルド　６０km

     5日目       NZ     セントアーノルド～ネルソン　８０km

     ６日目       NZ     ネルソン～カイコウラ　６０km

     7日目       NZ     カイコウラ～クライストチャーチ　６０km

     8日目       NZ     クライストチャーチより帰国

をピック
ンに訪れよう！

できる場所をピックアップしまし
に訪れよよう！
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安心できる現地ガイド
アロハの海外ツアーは現地情報に精通したガイドが同行します。気象や交通事情によって常に最適な
ルートを選んでライディングでき、貴重なサイクリングバケーションをより快適に楽しめます。

サポートカーで身軽にライディング
大切なバイクを運んだバイクケースや、替えのウェアなど、身の回りの荷物はサポートカーに預けて身
軽にライディングできます。海外でも、いつものホームコースのような軽装で楽しめます。

その土地のおいしい食べ物を味わう
海外ライドでの楽しみは、なんといっても現地での食事ですね！サポートカーには現地の獲れたてフ
ルーツを、ライディング後は、現地ガイドオススメのレストランへ。おいしいものは逃しません。

オススメポイント３

ワールドトリップ

オススメポイント１

オススメポイント２
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http://ｗｗｗ.alohabike.com/cycletothesun08/

世界中の道を走りまわるサイクリスト。今回
は究極のヒルクライムに初挑戦。

トリップレポーター　ヤバタさん

※料金はエントリー費、宿泊、現地ツアー費用合計の目安です。
　航空料金は含まれていません。正式には旅行会社よりご案内いたします。

※料金は宿泊、現地ツアー費用合計の目安です。
　航空料金は含まれていません。正式には旅行会社よりご案内いたします。

サイクル・トゥ・ザ・サン

ニュージーランドでトレイルライド

参加者は200名限定 、レース
はとてもアットホームな雰囲気

MT B パークは地図を持っていけば一人でも楽しむ
ことができます。ぶらっと走りにいってローカルラ
イダー、D H ライダーのテクニックやバイクを見る
のも楽しかったです。特にヘリバイクは日本では考
えられないBIG スケールでとてもオススメです。ロ
ーカルライダーの家でBB Q などサプライズ盛りだ
くさん。あっという間の楽しい一週間でした。

ヤスさん＆サチコさん

マウンテンバイクを心から
愛するナイスガイ。ライディ
ングテクもいけてます。

アウトドア天国ニュージーランド、もちろんMT B も
すばらしい環境がそろっています。今回は他では
なかなか味わえないヘリコプターを使ったトレイ
ルライドを体験。トレイルが造られているエリアは
先住民族マオリが昔から守ってきた豊かな自然が
残る場所。山頂までのアクセスはヘリコプターしか
ありません。これから走るトレイルをトレースしな
がらヘリは進み、山頂からは絶景の連続のライディ
ングが待っています。トレイルはよく整備されてい
て初心者でも楽しむことができます。これは究極
の山遊びですよ！　アロハケン

ホリエさん
山に入るとトレイルだけで
なく虫もさがしてしまう昆
虫博士。

毎日朝からMTB三 昧で筋肉痛になる暇もありま
せん。 MT Bフィールドも最高、ラフティングも楽し
くてニュージーランドはアウトドア天国ですね。社
会復帰が難しくなるほどとことん遊べます。

まもなく６０代半ばを過ぎる中年男（のつもり）に
とって、一気に３０００ｍアップは初めての経験で
す。昨年までの情報から、少し坂が多いロングライ
ドツーリング程度と考えて気軽にエントリーしまし
た。実際に麓から見るハレアカラ山はなだらかな
丘のようで、恐怖心はありませでした。エイドステ
ーションは標高１０００ｍ、２０００ｍ、２５００ｍ地点

の３ヶ所なので、ある程度の水、補給食は自分で
持って走らなくてはなりません。はじめの補給地
点までは早朝のスタートとはいえだんだん気温
が上がってきて、暑さと足が慣れていないのとで
体は重く感じました。スタートから水をこまめに補
給しながら走るのがコツだと思います。体が重い
のは前の日に興奮してよく眠れず寝不足がたたっ

ていたのでしょう。それに時差ぼけが解消してい
ないうちですから（日本時間の夜中の１時頃のス
タート）慣れるのに苦労しました。時間があれば
2-3 日前にマウイに来てゆっくりサイクリングを
楽しみながら体を慣らしておけば、当日100％ の
力が出せますよ。標高１０００ｍからは体が動き出
して呼吸も楽になり、足も順調に回り出しました。
標高200 0ｍ 地点で補給がうまく行かず標高
２５００ｍまで延ばしました。このためか足がつり
始めるようになり、マッサージしたりストレッチした
り標高２０００ｍから先はきつさを感じるようにな
りました。結果は６時間１２分。自分の予想よりは
オーバーして少しがっかり。これも自分の実力で
す。対策としては上りに合わせて軽いカラダ・自転
車・ギヤを用意してください。空気・水の綺麗な島
なので時間があれば１週間くらいゆっくり滞在す
るのがおすすめです。　

先住民族マオリが持つ山まではヘリコプターで移動。山頂
よりMTB専 用に造られたシングルトラックを走る。

    日程　  都市　　　　3泊5日基本コース

     １日目　   日本　  夕方出発。機内泊。

     2日目       NZ     オークランド着後、ロトルアへ移動。ショートライド。

     3日目       NZ     ロトルアトレイルライド

     4日目       NZ     ロトルアトレイルライド

     5日目       NZ     フリーデー。ラフティングなどオプションあり。

     ６日目       NZ     フィリナキ原生林トレイルライド

     7日目       NZ     ヘリコプターバイク（オプション）

     8日目       NZ     オークランドへ移動、日本へ。

    日程　  都市　　　　6泊8日基本コース

     １日目　   日本　  夕方出発。機内泊。

     2日目       NZ     クライストチャーチ～ハンマースプリング温泉６０ｋｍ

     3日目       NZ     ブランナーレイク～ウェストポート　６０km　

     4日目       NZ     ウェストポート～セントアーノルド　６０km

     5日目       NZ     セントアーノルド～ネルソン　８０km

     ６日目       NZ     ネルソン～カイコウラ　６０km

     7日目       NZ     カイコウラ～クライストチャーチ　６０km

     8日目       NZ     クライストチャーチより帰国

をピック
ンに訪れよう！

できる場所をピックアップしまし
に訪れよよう！

１3 １42 １32１5 １32

安心できる現地ガイド
アロハの海外ツアーは現地情報に精通したガイドが同行します。気象や交通事情によって常に最適な
ルートを選んでライディングでき、貴重なサイクリングバケーションをより快適に楽しめます。

サポートカーで身軽にライディング
大切なバイクを運んだバイクケースや、替えのウェアなど、身の回りの荷物はサポートカーに預けて身
軽にライディングできます。海外でも、いつものホームコースのような軽装で楽しめます。

その土地のおいしい食べ物を味わう
海外ライドでの楽しみは、なんといっても現地での食事ですね！サポートカーには現地の獲れたてフ
ルーツを、ライディング後は、現地ガイドオススメのレストランへ。おいしいものは逃しません。

オススメポイント３

ワールドトリップ

オススメポイント１

オススメポイント２



海外でライディング
したいけどちょっと
不安。アロハのツア
ーなら、輪行方法か
ら海外の楽しみ方ま
でアドバイス。自転車
を持って世界中を旅
しよう！

6 南台湾ロードライド
南台湾は冬でも１５～２０℃とライディング
に最適な気温。3日間で35 0ｋｍの大満足
のライディング。シーサイドラインを南へ走
れば、青い海と台湾料理が待っている！

■開催日   2010年 2/24(水)～2/28(日)

■参考料金   110,000円（変更あり）

■申込締切　1/25(月) 

一番安心なのはハード
ケース。大切な愛車をし
っかり守ってくれます。
台車つきで移動も楽。

お手軽なのは段ボー
ル箱にパッキング。し
っかり梱包すれば問
題なし。軽いうえに到
着後は折りたためる
のが便利。

ウレタン素材でバイク
を守るソフトハードケ
ース。3つに折りたた
めて滞在先でも取り
扱いがラク。しっかり
守って軽量がグッド。
オ ー ストリッ チ
ＯＳ－５００ ￥23,100

無事目的地に到着
したらまずはおいし
いものを食べよう！ 
自転車に乗れば世
界中の料理がおいし
く食べられるよ。

海外ライドの楽し
みはいろんな人に
出会えること。特
に同じサイクリスト
なら、言葉は違って
も通じ合える！

トレイルを走ればマウンテン
バイカーに出会える！ トレイ
ルを知り尽くしたローカルラ
イダーから、思わぬトレイル
情報が聞けることも楽しみ
のひとつ。

臭豆腐

温暖な台東の名物のと
ろけるような甘さのフ
ルーツ。収穫後は熟す
のが早く、一番おいしい
ところは現地でしか味
わえない。

日本でもおなじみの豚
足入りのラーメン。こ
の屋台はしっかりと豚
の味がする本格派。ス
ープはあっさり味で麺
はうどんのよう。

海鮮料理

日本と同じ火山の国、台湾は温泉が豊富。ロ
ングライドの疲れをゆっくりと台湾式温泉で
癒します。

豚足麺

うーん、字のごとくいい
香り？の揚げ豆腐。くさ
やが好きな方ははまる
こと間違いなし。慣れ
てくるとクセになってし
まう味です。

海岸のライディングに
欠かせない海鮮料理。
この日は素材にカニを
ピックアップ。うまみソ
ースをたっぷりかけて
強火で一気に料理。

シャカトウ 

九州ほどの大きさの島に２０００万人以上が住み、
標高４０００mに 迫る山脈からは山の幸を、四方を
囲む海からは、新鮮な魚介類の恵みを享受してい
る台湾。僕らが大好きな自転車をはじめ、世界の工
場としてエネルギッシュに発展し続ける台湾は、実
際に訪れてみるとそのパワーの源がよくわかりま
す。そう、あり余る素材を丁寧に繊細に調理する台
湾料理です。市場を歩けば豆腐、鳥、魚、肉、野菜な
どあらゆる食材が並んでいてとてもにぎやか。騒が
しいが食材はきれいに並べられて整然としていま
す。屋台のおじさんにおしるこを注文すると、愛想
はないけれど無駄な動き一つなく丁寧にカップに汁
を注いでくれます。饅頭の屋台の前では蒸し上がり
を待つ人が行列を作り、朝粥の釜が夜明けとともに
湯気を上げる…。バイクライドでおなかを空かした
僕は、そんな食にかかわる風景がとても美しく見え
ました。台湾、食のバイクトリップ。自転車ほどこれ
を楽しむことができる旅はないのでは？アロハケン

台湾のおすすめ料理

※料金は宿泊、現地ツアー費用合計の目安です。正式には旅行会社よりご案内します。

インド洋に浮かぶ島国・スリランカは、北回帰線と赤
道に挟まれた熱帯に位置し、緑豊かな美しい島。年
間を通して2 8～ 30 ℃と暑く、強い日差しの下、マン
ゴーやパパイヤなどのフルーツ、シナモンやペッパ
ーなどのスパイスが力強く育っています。太陽の強
さは10 分もライディングしていると全身で感じるこ
とができます。日本の夏に比べると湿気はそれほど
多くないけれど、それでも汗が額を伝ってきます。そ
れに反応して全身の毛穴が徐々に開いていくのが
ペダリングしながら感じられるんです。ジャングルの
緑、道に咲くプルメリア、スリランカ女性が身にまと
うサリー。どれも熱帯の光を反射して、原色以上に
輝いています。巨大なやしの木を通り過ぎて町に入
れば、強いスパイスの香りを漂わせるスリランカカ
レーのレストランが待っています。そして古都ポロン
ナルワで、この終わらない夏を１０００年以上も経験
してきた石仏に対面したとき、スリランカのもつエ
ネルギーに圧倒されました。　アロハケン

食のエンターテイメント

ジャングルを走り抜けると喧騒の街
中へ。香辛料の香りがあちこちから漂
ってきておなかも減ってくる。

スリランカのプロロード
マン・クシャーンさんが
ツアーをガイドします。

やしの木と石仏

大自然と愉快なオージーBBQ

ガイドは地元ビクトリア
で生まれ育ったアーロン。
スペシャルな場所に案内
します。

僕アーロンが生まれ育ったオーストラリア、ビクトリ
ア州を自転車とともにご案内します。広大なオース
トラリアを自転車で走って、レインフォレストのウォ
ーキングを楽しんだり、トレイルへＭＴＢで飛び込ん
だりたっぷり冒険しましょう！　まずサイクリングしな
がら目に飛び込んでくるのは、絶壁と森林が続くと
ても美しい海岸道路のグレート・オーシャン・ロード。
この光景はあなたのサイクリングライフの一生の思
い出になるでしょう。そしてグランピアンズ国立公園
ではオーストラリアにしかいないエミューやコアラ、
ワラビ－と出会えます。夜には南半球で見られる３６
星座が最高にきれい。天の川を見ながら一緒に
BB Qしましょう。カンガルーも遊びに来るかもね！ ラ
イディングの後は地ビールVB  (Victoria Bitter) 
で乾杯。秀逸なワイナリー訪問もあります。そしてこ
のツアーのスペシャル、僕のふるさとの町マートア
では、オーストラリア・ホームスタイルのパーティー
をご用意しています。

グレートオーシャンロードのサイクリングは爽快！

Taiwan
走ればもっと美味しい

SriLanka
熱帯の空気に包まれる

Australia
果てしない大陸を走る

■※料金は宿泊、現地ツアー費用合計の目安です。正式には旅行会社よりご案内します。

7 オーストラリア・サイクリング
南半球に孤立する大陸、オーストラリア。中
でもビクトリアは小さいながらオーストラリ
アの自然のすべてが凝縮されていると言
われるサイクリングパラダイス。

■開催日    2010年 2/6(土)～2/13(土)

■参加費用   200,000円(変更あり)

■申込締切　1/6(水) 

    日程　  都市　　６泊７日(5日間のライディング)

   1日目　    トーキー   ベルズビーチ～アポロベイ

　2日目       アポロベイ  アポロベイ～ポートキャンベル

　3日目 　　HG 　　　 グランピアンズ国立公園サイクリング

   4日目       HG 　　　 ホールズギャップMTB & フリーデー

   5日目       HG        ホールズギャップ～マートア

8 スリランカ 緑とビーチ楽園ライド
緑とビーチの光り輝く楽園ライド。スリラン
カの世界遺産をめぐる5日間は、古都から
茶畑、ビーチなど豊かな自然の中をライデ
ィング。本場のカレーもお楽しみに！

■開催日   2009年 6/20(土)～6/27(土)

■参加費用   200,000円（変更あり）

■申込締切　5/20(水) 

    日程　  都市　　　６泊７日(5日間のライディング)

    1日目　 コロンボ   聖地アヌラーダブラまでライド。50km

　 2日目     シーギリア    古代仏教都市ポロンナルワへ。50ｋｍ

　 3日目 　 キャンディ    紅茶の名地ヌワラエリアをライディング。30km

    4日目    ハンバントタ     スリランカ南海岸へ。ビーチリゾート泊。90km

    5日目    コロンボ 　ゴール市街を目指してライド。50km

    日程　  都市　　　　4泊5日基本コース

   1日目　     成田　 台北着。市内観光後ホテルへ。

　2日目                  太魯閣渓谷ライド。50km標高差400m    　　

　3日目      　　　   花蓮ー三仙台ー台東180k m ライド。台東泊。

   4日目        成田    台東ー墾丁国家公園120k m ライド。恒春泊。

   5日目        成田    高雄ー台北ー成田　午後帰国

地球の走り方

１3 １4

１32

１32

※料金は宿泊、現地ツアー費用合計の目安です。正式には旅行会社よりご案内します。

スリランカ
台湾

オーストラリア



海外でライディング
したいけどちょっと
不安。アロハのツア
ーなら、輪行方法か
ら海外の楽しみ方ま
でアドバイス。自転車
を持って世界中を旅
しよう！

6 南台湾ロードライド
南台湾は冬でも１５～２０℃とライディング
に最適な気温。3日間で35 0ｋｍの大満足
のライディング。シーサイドラインを南へ走
れば、青い海と台湾料理が待っている！

■開催日   2010年 2/24(水)～2/28(日)

■参考料金   110,000円（変更あり）

■申込締切　1/25(月) 

一番安心なのはハード
ケース。大切な愛車をし
っかり守ってくれます。
台車つきで移動も楽。

お手軽なのは段ボー
ル箱にパッキング。し
っかり梱包すれば問
題なし。軽いうえに到
着後は折りたためる
のが便利。

ウレタン素材でバイク
を守るソフトハードケ
ース。3つに折りたた
めて滞在先でも取り
扱いがラク。しっかり
守って軽量がグッド。
オ ー ストリッ チ
ＯＳ－５００ ￥23,100

無事目的地に到着
したらまずはおいし
いものを食べよう！ 
自転車に乗れば世
界中の料理がおいし
く食べられるよ。

海外ライドの楽し
みはいろんな人に
出会えること。特
に同じサイクリスト
なら、言葉は違って
も通じ合える！

トレイルを走ればマウンテン
バイカーに出会える！ トレイ
ルを知り尽くしたローカルラ
イダーから、思わぬトレイル
情報が聞けることも楽しみ
のひとつ。

臭豆腐

温暖な台東の名物のと
ろけるような甘さのフ
ルーツ。収穫後は熟す
のが早く、一番おいしい
ところは現地でしか味
わえない。

日本でもおなじみの豚
足入りのラーメン。こ
の屋台はしっかりと豚
の味がする本格派。ス
ープはあっさり味で麺
はうどんのよう。

海鮮料理

日本と同じ火山の国、台湾は温泉が豊富。ロ
ングライドの疲れをゆっくりと台湾式温泉で
癒します。

豚足麺

うーん、字のごとくいい
香り？の揚げ豆腐。くさ
やが好きな方ははまる
こと間違いなし。慣れ
てくるとクセになってし
まう味です。

海岸のライディングに
欠かせない海鮮料理。
この日は素材にカニを
ピックアップ。うまみソ
ースをたっぷりかけて
強火で一気に料理。

シャカトウ 

九州ほどの大きさの島に２０００万人以上が住み、
標高４０００mに 迫る山脈からは山の幸を、四方を
囲む海からは、新鮮な魚介類の恵みを享受してい
る台湾。僕らが大好きな自転車をはじめ、世界の工
場としてエネルギッシュに発展し続ける台湾は、実
際に訪れてみるとそのパワーの源がよくわかりま
す。そう、あり余る素材を丁寧に繊細に調理する台
湾料理です。市場を歩けば豆腐、鳥、魚、肉、野菜な
どあらゆる食材が並んでいてとてもにぎやか。騒が
しいが食材はきれいに並べられて整然としていま
す。屋台のおじさんにおしるこを注文すると、愛想
はないけれど無駄な動き一つなく丁寧にカップに汁
を注いでくれます。饅頭の屋台の前では蒸し上がり
を待つ人が行列を作り、朝粥の釜が夜明けとともに
湯気を上げる…。バイクライドでおなかを空かした
僕は、そんな食にかかわる風景がとても美しく見え
ました。台湾、食のバイクトリップ。自転車ほどこれ
を楽しむことができる旅はないのでは？アロハケン

台湾のおすすめ料理

※料金は宿泊、現地ツアー費用合計の目安です。正式には旅行会社よりご案内します。

インド洋に浮かぶ島国・スリランカは、北回帰線と赤
道に挟まれた熱帯に位置し、緑豊かな美しい島。年
間を通して2 8～ 30 ℃と暑く、強い日差しの下、マン
ゴーやパパイヤなどのフルーツ、シナモンやペッパ
ーなどのスパイスが力強く育っています。太陽の強
さは10 分もライディングしていると全身で感じるこ
とができます。日本の夏に比べると湿気はそれほど
多くないけれど、それでも汗が額を伝ってきます。そ
れに反応して全身の毛穴が徐々に開いていくのが
ペダリングしながら感じられるんです。ジャングルの
緑、道に咲くプルメリア、スリランカ女性が身にまと
うサリー。どれも熱帯の光を反射して、原色以上に
輝いています。巨大なやしの木を通り過ぎて町に入
れば、強いスパイスの香りを漂わせるスリランカカ
レーのレストランが待っています。そして古都ポロン
ナルワで、この終わらない夏を１０００年以上も経験
してきた石仏に対面したとき、スリランカのもつエ
ネルギーに圧倒されました。　アロハケン

食のエンターテイメント

ジャングルを走り抜けると喧騒の街
中へ。香辛料の香りがあちこちから漂
ってきておなかも減ってくる。

スリランカのプロロード
マン・クシャーンさんが
ツアーをガイドします。

やしの木と石仏

大自然と愉快なオージーBBQ

ガイドは地元ビクトリア
で生まれ育ったアーロン。
スペシャルな場所に案内
します。

僕アーロンが生まれ育ったオーストラリア、ビクトリ
ア州を自転車とともにご案内します。広大なオース
トラリアを自転車で走って、レインフォレストのウォ
ーキングを楽しんだり、トレイルへＭＴＢで飛び込ん
だりたっぷり冒険しましょう！　まずサイクリングしな
がら目に飛び込んでくるのは、絶壁と森林が続くと
ても美しい海岸道路のグレート・オーシャン・ロード。
この光景はあなたのサイクリングライフの一生の思
い出になるでしょう。そしてグランピアンズ国立公園
ではオーストラリアにしかいないエミューやコアラ、
ワラビ－と出会えます。夜には南半球で見られる３６
星座が最高にきれい。天の川を見ながら一緒に
BB Qしましょう。カンガルーも遊びに来るかもね！ ラ
イディングの後は地ビールVB  (Victoria Bitter) 
で乾杯。秀逸なワイナリー訪問もあります。そしてこ
のツアーのスペシャル、僕のふるさとの町マートア
では、オーストラリア・ホームスタイルのパーティー
をご用意しています。

グレートオーシャンロードのサイクリングは爽快！

Taiwan
走ればもっと美味しい

SriLanka
熱帯の空気に包まれる

Australia
果てしない大陸を走る

■※料金は宿泊、現地ツアー費用合計の目安です。正式には旅行会社よりご案内します。

7 オーストラリア・サイクリング
南半球に孤立する大陸、オーストラリア。中
でもビクトリアは小さいながらオーストラリ
アの自然のすべてが凝縮されていると言
われるサイクリングパラダイス。

■開催日    2010年 2/6(土)～2/13(土)

■参加費用   200,000円(変更あり)

■申込締切　1/6(水) 

    日程　  都市　　６泊７日(5日間のライディング)

   1日目　    トーキー   ベルズビーチ～アポロベイ

　2日目       アポロベイ  アポロベイ～ポートキャンベル

　3日目 　　HG 　　　 グランピアンズ国立公園サイクリング

   4日目       HG 　　　 ホールズギャップMTB & フリーデー

   5日目       HG        ホールズギャップ～マートア

8 スリランカ 緑とビーチ楽園ライド
緑とビーチの光り輝く楽園ライド。スリラン
カの世界遺産をめぐる5日間は、古都から
茶畑、ビーチなど豊かな自然の中をライデ
ィング。本場のカレーもお楽しみに！

■開催日   2009年 6/20(土)～6/27(土)

■参加費用   200,000円（変更あり）

■申込締切　5/20(水) 

    日程　  都市　　　６泊７日(5日間のライディング)

    1日目　 コロンボ   聖地アヌラーダブラまでライド。50km

　 2日目     シーギリア    古代仏教都市ポロンナルワへ。50ｋｍ

　 3日目 　 キャンディ    紅茶の名地ヌワラエリアをライディング。30km

    4日目    ハンバントタ     スリランカ南海岸へ。ビーチリゾート泊。90km

    5日目    コロンボ 　ゴール市街を目指してライド。50km

    日程　  都市　　　　4泊5日基本コース

   1日目　     成田　 台北着。市内観光後ホテルへ。

　2日目                  太魯閣渓谷ライド。50km標高差400m    　　

　3日目      　　　   花蓮ー三仙台ー台東180k m ライド。台東泊。

   4日目        成田    台東ー墾丁国家公園120k m ライド。恒春泊。

   5日目        成田    高雄ー台北ー成田　午後帰国

地球の走り方

１3 １4

１32

１32

※料金は宿泊、現地ツアー費用合計の目安です。正式には旅行会社よりご案内します。

スリランカ
台湾

オーストラリア
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山頂から溶岩の黒い世界に包まれてまるで
別の惑星に来たかのようなライディングが
待っています。エキサイティングなライドの
後は島の時間にゆったりと身をまかせます。

■集合　伊豆大島 10:10(竹芝桟橋よりジェット船利用の場合）
■開催日　ホームページ参照 
■参加費用　23,300円（ガイド料金、1泊4食付の参考料金）
■走行距離　2日間で40km　
■標高差　上り500m　下り500m

12
天城山周辺に残る原生林を楽しむトレイル
ライド。美しい火山湖を目指す林道＋シング
ルトラック。火山湖から海までのロングトレ
イルは体力、技術ともに経験が必要。

■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
■参加費用　6,800円
■走行距離　35km 
■標高差　上り1000m　下り1300m

2日目はジャングル
の中のシングルトラ
ックライド。ジェット
コースターのよう
に続く道は海まで
続いています。野生
動物も多く、自然満
喫の週末です。

バイクを押し上げ
るセクションもある
上級者コース。1日
で天城山の火口か
ら海まで楽しむ
MTBの機動力 、自
分の体力を10 0％
使いきる遊びだ。

ウォーターフォレスト伊豆

1 ダウン・トゥ・オーシャン
伊豆半島にそびえる天城山のふもと、海
を見下ろしながら走る絶景ライド。初心者
講習つきでMT B をはじめるのにもぴった
りのコース。中級者ロングコースもあり。

■集合　伊豆急河津駅集合 10:00  ■参加費用　6,800円
■開催日 初級 3月～6月、9月～12月随時開催
             中級 3月～6月、9月～12月随時開催
■走行距離　初15km　中20km 
■標高差 中級 上り600m　下り1000m

3 南伊豆トレイルライド

■集合　伊豆急下田駅集合 10:00
■参加費用　6,800円
■開催日 3月～6月、9月～12月随時開催
■走行距離　20km 
■標高差　上り400ｍ　下り800ｍ

2 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
イドする。火山でできた岩石の間を滝が流
れ落ちる景色は圧巻。原生林の中を流れる
渓流に沿ってダウンヒルを楽しもう！

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

4 伊豆MTB マラソン4 2ｋｍ
伊豆の林道ネットワークを最大限に活用してロ
ングライドを楽しむ。体力だけでなく、補給食、
ペース配分などの知識も必要となる。

9 フジヤマトレイルライド
富士山周辺のトレイルを楽しむ。日本のマウ
ンテンバイカーならば一度は走ってみたい
富士山を、ベストシーズンに合わせて様々な
エリアでライディングする。

■集合　富士山周辺 9:00～10:00
■開催日　初級5/16(土) 10/24(土) 中級5/17(日) 10/25(日) 
■参加費用　6,800円
■走行距離　15km～30km　
■標高差　中級上り500m  下り1000m

■集合　伊豆急河津駅 9:00

■参加費用　6,800円　

■開催日　3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離 42km ■標高差 上り1500m

下り1500ｍ

5 ダウントゥオーシャン・ウェスト
人気のダウントゥオーシャンに西伊豆バージョ
ンができました！海から反射する太陽の光が森
の中に差し込んでとても明るいトレイルライド。

■集合　伊豆急下田駅 9:30

■参加費用　6,800円

■開催日 3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離 15km ■標高差 上り100m下り600ｍ

10
静まりかえった漆黒の闇のトレイルで、神経
を研ぎ澄ませてアドベンチャー・ライドしよう。
夜の深い森が、昼間とは違った顔で待って
いる。鹿やウサギ、イノシシにも遭遇!?

■集合　伊豆急河津駅 15:00 
■開催日 3月～6月、9月～12月随時開催
■参加費用　6,800円　キャットアイ強力ライトレンタルあり
■走行距離　15km 
■標高差　上り200m  下り1000m

7 MT B グリーンライド伊豆
サポートカーを利用せず、自分の力だけで
MT B を楽しむ。必要なものはすべてバッ
クパックの中に、もちろんガイドはおいし
いおやつとお茶を用意しています。

■集合　伊豆急下田駅　伊豆急河津駅 10:00
■参加費用　6,800円
■開催日  3月～6月、9月～12月随時開催
■走行距離　20km 
■標高差　上り200m　下り200m

8 アロハMTB教室
自転車のセッティングから乗車フォームま
で、MT Bを使って丁寧に指導。講習後はミ
ニトレイルライド。１０：００～１２：００、
１３：００～１５：００のいずれかを選択。

■集合　伊豆急下田駅 10:00 または13:00
■参加費用　3,000円(レンタルバイク付)  
■開催日  3月～6月、9月～12月随時開催
■走行距離  10km 
■標高差　上り100m　下り100m

6 キッズチャレンジ伊豆

都心から3時間、温暖な南伊豆は年間通し
てライディング可能なMT Bフィールドがい
っぱい。冬だって問題なし！ 鬱蒼とした森林
を走る、ジェットコースタートレイル。

■集合　伊豆急稲取駅 10:00

■参加費用　6,800円

■開催日 3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離 15km■標高差 上り100m下り600ｍ

1日たっぷり山を楽しむロングライド、2日間にわたってマウンテンバイク
ライドを続ける充実の週末ライドなどさらにディープに遊びましょう！

里山らしい苔むし
たシングルトラック
を走って滝巡り。森
と滝と渓流で、マイ
ナスイオンをたっぷ
り浴びながら、天城
の天然水も飲める
贅沢なトレイル。

中級ロングコース
は標高900 m から
海まで続く天城の
稜線をたどる一押
しのトレイル。シン
グルトラック、草原、
高速コースとバラ
エティ豊か。

人気の耐久ライドを
伊豆で楽しむ。海岸
からスタートしてそ
こが伊豆であること
を忘れるほどの深い
山 へ 入っていく。
時々林道から見渡せ
る海が気持ちいい。

海と山が近い伊豆
では自分の力で
様々な景色を楽し
むことができます。
環境にやさしいマ
ウンテンバイクで
CO 2フリーな休日
を楽しみましょう！

普段乗っている自
転車とMT B はまっ
たく別のもの。ちょ
っとしたコツでライ
ディングがとても楽
しくなるはず。これ
でもうママチャリ乗
りは卒業!

比較的ゆるい傾斜
の富士山のトレイ
ルはとても走りや
すくレベルを問わ
ず楽しめる。富士
山を近くに眺めな
がら楽しめるおす
すめツアー。

キャットアイ提供の
LE Dライトはとても
強力。このライトと
ともに、夜行性動
物のテリトリーにち
ょっとだけおじゃま。
夜遊びも山で楽し
んじゃおう！

静かな西伊豆は山か
ら海まで自然のなか
にどっぷりつかるこ
とができる。里山トレ
イルを満喫したら、夕
日を見ながら露天風
呂温泉につかる楽し
みもあり。

午前中はやさしい周
回コースをライディ
ングして安全なライ
ディングと楽しみ方
をレクチャー。おいし
いランチの後、海ま
でのダウンヒルコー
スにチャレンジ。

トレックのよく整備された各コー
スにおすすめのバイクをレンタ
ルできます。これからMT Bをはじ
めてみたい方、新しいバイクの購
入を考えている方、ツアーに参加
してレンタルバイクを試してみて
はいかがでしょうか？ ヘルメット、
グローブ、プロテクターもあるの
で手ぶらでOK。

ヘルメット、グローブ、プロテク
ター3点セットで￥50 0円

アマギシャクナゲ
が自生する南伊豆
の里山は、手つか
ずの原生林が残っ
ている。藪や荒れ
地、廃道に負けず、
トレイル開拓者気
分でガンガン進む。

ほぼフラットな広くてスムーズな路面を走る。初めてMT Bに乗る方に最適。

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。

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。ルースな路面
や狭いセクションあり。平均的なライディング技術と持久力が必要。

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。

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でやさしい。

上級者向けのアドベンチャーライド。

駐車場をご案内できます。

レンタルバイクあります。

初めての方でも楽しんでいただけます。

軽食をごt提供します。

おいしい湧き水あり。

温泉が近くにあります。

ナイトライド。レンタルライトあります。

キャットアイ・ナイトライド

親子でマウンテンバイクの休日！ 海を見下ろす
気持ちのいい草原で自然をたっぷり楽しむ。親
子で参加できるおすすめコース。

アロハな伊豆大島

アドベンチャーライド

レンタルギアコースレベル＆アイコンの見方

フリーライディング
アロハのMTBツアーは自然をゆっくり楽しめるようスローペースで進みます。またコース上に数箇所
ミーティングポイントを設けて、ポイントまではフリー走行。ご自身のペースでライディングできま
す。見所やコースについてのガイド、危険箇所などの説明はじっくり行うので安心です。

サポートカーとともにライディング
スタート地点となる美しいトレイルや、気持ちのいい林道までサポートカーで簡単アクセス。より長い
時間、自然の中でライディングできます。サポートカーはゴール地点でみなさんをお待ちしています。

自然の中で自然食ランチ
ライディングでおいしい空気をたっぷり吸い込んだ後は、ぜひ素材にこだわったアロハのランチをお
楽しみください。その土地の新鮮な素材を使用した無添加の健康食ランチは、自然の中で味わえばま
た格別です。

マウンテンバイクライド

オススメポイント３

オススメポイント１

オススメポイント２

マイナスイオンを浴びる森の中、見晴らし最高の草原、
そして海へ向かってのダウンヒル！ 自然満喫のトレイル満載。

ハードテイルバイク￥3,000
TREK 6000 

フルサスバイク￥4,000
TREK Fuel EX 7

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。

P

1

P１32 P2

2

１3 P

１3
１4
１5

１3 P １3 P P

P1 P1

１32 P １3 P

P１51 １4１32１4

2
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に続く道は海まで
続いています。野生
動物も多く、自然満
喫の週末です。

バイクを押し上げ
るセクションもある
上級者コース。1日
で天城山の火口か
ら海まで楽しむ
MTBの機動力 、自
分の体力を10 0％
使いきる遊びだ。

ウォーターフォレスト伊豆

1 ダウン・トゥ・オーシャン
伊豆半島にそびえる天城山のふもと、海
を見下ろしながら走る絶景ライド。初心者
講習つきでMT B をはじめるのにもぴった
りのコース。中級者ロングコースもあり。

■集合　伊豆急河津駅集合 10:00  ■参加費用　6,800円
■開催日 初級 3月～6月、9月～12月随時開催
             中級 3月～6月、9月～12月随時開催
■走行距離　初15km　中20km 
■標高差 中級 上り600m　下り1000m

3 南伊豆トレイルライド

■集合　伊豆急下田駅集合 10:00
■参加費用　6,800円
■開催日 3月～6月、9月～12月随時開催
■走行距離　20km 
■標高差　上り400ｍ　下り800ｍ

2 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
イドする。火山でできた岩石の間を滝が流
れ落ちる景色は圧巻。原生林の中を流れる
渓流に沿ってダウンヒルを楽しもう！

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

4 伊豆MTB マラソン4 2ｋｍ
伊豆の林道ネットワークを最大限に活用してロ
ングライドを楽しむ。体力だけでなく、補給食、
ペース配分などの知識も必要となる。

9 フジヤマトレイルライド
富士山周辺のトレイルを楽しむ。日本のマウ
ンテンバイカーならば一度は走ってみたい
富士山を、ベストシーズンに合わせて様々な
エリアでライディングする。

■集合　富士山周辺 9:00～10:00
■開催日　初級5/16(土) 10/24(土) 中級5/17(日) 10/25(日) 
■参加費用　6,800円
■走行距離　15km～30km　
■標高差　中級上り500m  下り1000m

■集合　伊豆急河津駅 9:00

■参加費用　6,800円　

■開催日　3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離 42km ■標高差 上り1500m

下り1500ｍ

5 ダウントゥオーシャン・ウェスト
人気のダウントゥオーシャンに西伊豆バージョ
ンができました！海から反射する太陽の光が森
の中に差し込んでとても明るいトレイルライド。

■集合　伊豆急下田駅 9:30

■参加費用　6,800円

■開催日 3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離 15km ■標高差 上り100m下り600ｍ

10
静まりかえった漆黒の闇のトレイルで、神経
を研ぎ澄ませてアドベンチャー・ライドしよう。
夜の深い森が、昼間とは違った顔で待って
いる。鹿やウサギ、イノシシにも遭遇!?

■集合　伊豆急河津駅 15:00 
■開催日 3月～6月、9月～12月随時開催
■参加費用　6,800円　キャットアイ強力ライトレンタルあり
■走行距離　15km 
■標高差　上り200m  下り1000m

7 MT B グリーンライド伊豆
サポートカーを利用せず、自分の力だけで
MT B を楽しむ。必要なものはすべてバッ
クパックの中に、もちろんガイドはおいし
いおやつとお茶を用意しています。

■集合　伊豆急下田駅　伊豆急河津駅 10:00
■参加費用　6,800円
■開催日  3月～6月、9月～12月随時開催
■走行距離　20km 
■標高差　上り200m　下り200m

8 アロハMTB教室
自転車のセッティングから乗車フォームま
で、MT Bを使って丁寧に指導。講習後はミ
ニトレイルライド。１０：００～１２：００、
１３：００～１５：００のいずれかを選択。

■集合　伊豆急下田駅 10:00 または13:00
■参加費用　3,000円(レンタルバイク付)  
■開催日  3月～6月、9月～12月随時開催
■走行距離  10km 
■標高差　上り100m　下り100m

6 キッズチャレンジ伊豆

都心から3時間、温暖な南伊豆は年間通し
てライディング可能なMT Bフィールドがい
っぱい。冬だって問題なし！ 鬱蒼とした森林
を走る、ジェットコースタートレイル。

■集合　伊豆急稲取駅 10:00

■参加費用　6,800円

■開催日 3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離 15km■標高差 上り100m下り600ｍ

1日たっぷり山を楽しむロングライド、2日間にわたってマウンテンバイク
ライドを続ける充実の週末ライドなどさらにディープに遊びましょう！

里山らしい苔むし
たシングルトラック
を走って滝巡り。森
と滝と渓流で、マイ
ナスイオンをたっぷ
り浴びながら、天城
の天然水も飲める
贅沢なトレイル。

中級ロングコース
は標高900 m から
海まで続く天城の
稜線をたどる一押
しのトレイル。シン
グルトラック、草原、
高速コースとバラ
エティ豊か。

人気の耐久ライドを
伊豆で楽しむ。海岸
からスタートしてそ
こが伊豆であること
を忘れるほどの深い
山 へ 入っていく。
時々林道から見渡せ
る海が気持ちいい。

海と山が近い伊豆
では自分の力で
様々な景色を楽し
むことができます。
環境にやさしいマ
ウンテンバイクで
CO 2フリーな休日
を楽しみましょう！

普段乗っている自
転車とMT B はまっ
たく別のもの。ちょ
っとしたコツでライ
ディングがとても楽
しくなるはず。これ
でもうママチャリ乗
りは卒業!

比較的ゆるい傾斜
の富士山のトレイ
ルはとても走りや
すくレベルを問わ
ず楽しめる。富士
山を近くに眺めな
がら楽しめるおす
すめツアー。

キャットアイ提供の
LE Dライトはとても
強力。このライトと
ともに、夜行性動
物のテリトリーにち
ょっとだけおじゃま。
夜遊びも山で楽し
んじゃおう！

静かな西伊豆は山か
ら海まで自然のなか
にどっぷりつかるこ
とができる。里山トレ
イルを満喫したら、夕
日を見ながら露天風
呂温泉につかる楽し
みもあり。

午前中はやさしい周
回コースをライディ
ングして安全なライ
ディングと楽しみ方
をレクチャー。おいし
いランチの後、海ま
でのダウンヒルコー
スにチャレンジ。

トレックのよく整備された各コー
スにおすすめのバイクをレンタ
ルできます。これからMT Bをはじ
めてみたい方、新しいバイクの購
入を考えている方、ツアーに参加
してレンタルバイクを試してみて
はいかがでしょうか？ ヘルメット、
グローブ、プロテクターもあるの
で手ぶらでOK。

ヘルメット、グローブ、プロテク
ター3点セットで￥50 0円

アマギシャクナゲ
が自生する南伊豆
の里山は、手つか
ずの原生林が残っ
ている。藪や荒れ
地、廃道に負けず、
トレイル開拓者気
分でガンガン進む。

ほぼフラットな広くてスムーズな路面を走る。初めてMT Bに乗る方に最適。

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。

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。ルースな路面
や狭いセクションあり。平均的なライディング技術と持久力が必要。

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。

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でやさしい。

上級者向けのアドベンチャーライド。

駐車場をご案内できます。

レンタルバイクあります。

初めての方でも楽しんでいただけます。

軽食をごt提供します。

おいしい湧き水あり。

温泉が近くにあります。

ナイトライド。レンタルライトあります。

キャットアイ・ナイトライド

親子でマウンテンバイクの休日！ 海を見下ろす
気持ちのいい草原で自然をたっぷり楽しむ。親
子で参加できるおすすめコース。

アロハな伊豆大島

アドベンチャーライド

レンタルギアコースレベル＆アイコンの見方

フリーライディング
アロハのMTBツアーは自然をゆっくり楽しめるようスローペースで進みます。またコース上に数箇所
ミーティングポイントを設けて、ポイントまではフリー走行。ご自身のペースでライディングできま
す。見所やコースについてのガイド、危険箇所などの説明はじっくり行うので安心です。

サポートカーとともにライディング
スタート地点となる美しいトレイルや、気持ちのいい林道までサポートカーで簡単アクセス。より長い
時間、自然の中でライディングできます。サポートカーはゴール地点でみなさんをお待ちしています。

自然の中で自然食ランチ
ライディングでおいしい空気をたっぷり吸い込んだ後は、ぜひ素材にこだわったアロハのランチをお
楽しみください。その土地の新鮮な素材を使用した無添加の健康食ランチは、自然の中で味わえばま
た格別です。

マウンテンバイクライド

オススメポイント３

オススメポイント１

オススメポイント２

マイナスイオンを浴びる森の中、見晴らし最高の草原、
そして海へ向かってのダウンヒル！ 自然満喫のトレイル満載。

ハードテイルバイク￥3,000
TREK 6000 

フルサスバイク￥4,000
TREK Fuel EX 7

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。

P

1

P１32 P2

2

１3 P

１3
１4
１5

１3 P １3 P P

P1 P1

１32 P １3 P

P１51 １4１32１4

2



1 南伊豆ロードライド
黒潮がダイレクトにぶつかる温暖な伊豆
最南端の石廊崎。安定した気候で、1年を
通して快適にライディングできる。漁村が
点在する海岸線のアップダウンライド。

■集合　伊豆急下田駅 10:00　■解散　伊豆急下田駅16:00
■参加費用　6,800円　
■開催日 3月～6月、9月～12月随時開催　　　　 
■走行距離　40km 60km 80km
■標高差　上り200～1000m 

3 西伊豆スカイラインロードライド
静かなビーチをあとにするとあっという間
に緑の深い谷から山へ。海と山が間近に
迫った伊豆は、走りながら自然のパワーを
感じられる最高のフィールド。

■集合　伊豆急下田駅 10:00　■参加費用　6,800円
■解散　伊豆箱根鉄道修善寺駅 16:00  （下田まで送迎あり）
■開催日　11/15(日)その他随時開催
■走行距離　80km 
■標高差  上り1500m

2 西伊豆ロードライド10 0ｋｍ
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
コース。総距離10 0ｋｍ、総標高差200 0ｍ
のアップダウンで走行後の充実感は格別！

■集合　JR沼津駅 8:00  ■解散　伊豆急下田駅 17:00
■参加費用　6,800円　 ■開催日 11/14(土)その他随時開催
■走行距離　100km 
■標高差　上り2000m 
(輪行での参加をおすすめしています）

4 グリーンサイクリング南伊豆
サポートカーなしで開催するグリーンツアー。自
分の力で全ルート走りきります。集合場所まで
電車を利用すればさらにグリーンな休日。

9 奄美大島一周サイクリング
さんご礁が広がる海と、マングローブの森
を楽しみながら奄美大島を一周する。2泊
3日で220kmの変 化に富んだ海岸線コー
スをライディング。名物の鶏飯が楽しみ！

■集合　奄美大島空港集合・解散
■開催日　10/31(土)～11/2(月)
■参加費用　60,000円（宿泊費/朝夕2食込み）
■走行距離　3日間220km
■標高差  3日間上り1600m

■集合 伊豆急下田駅 10:00

■参加費用　6,800円        　　　　                     

■開催日　3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離　25km～40km 

■標高差　上り100m～

　　　　　300m 

5 富士山サイクリング
富士山周辺をのんびりサイクリングする初心者
おすすめツアー。河口湖、西湖、本栖湖、田貫湖
など季節に合わせてコースを設定します。

■集合　JR御殿場線御殿場駅 9:00

■参加費用　6,800円

■開催日　6/6(土) 10/3(土)その他随時開催

■走行距離　30km

■標高差　200m

10 北海道知床ロードライド
世界遺産の知床半島を中心に道東をライ
ディング。３日間で４００ｋｍと充実したライ
ドが楽しめる。広大な大地を走るロングラ
イドと豊富な温泉は北海道ならでは。

1日目 女満別-屈斜路湖-
摩周湖 130k m＋温泉　
2日目 摩周-中標津-羅臼
150k m＋温泉
3日目 羅臼-知床-女満別
120k m＋温泉
宿泊地はすべて天然温泉
を楽しむことができます。
ライディング後はゆっくり
温泉でリラックス！

■集合　女満別空港集合・解散
■開催日　7/18(土)～20(祝)
■参加費用　60,000円（宿泊費/朝夕2食込み）
■走行距離　3日間400km　
■標高差  3日間上り1200m

こんな直線道路、北海道です

7 伊豆センチュリーライド160km
西伊豆を中心とした16 0ｋｍのロングライ
ド。変化に富んだ海岸線ルートで海を望み
ながらのライディングは他では味わえない。
総標高差250 0ｍ。10 0ｋｍコースもあり。

■集合　JR沼津駅集合 7:30
■解散　伊豆急河津駅 18:30  ■参加費用　6,800円
■開催日  5/30(土)  ■走行距離　100km/160km　
■標高差  上り2500m

8 ツール・ド・伊豆
伊豆の海と山の大自然をたっぷり味わう２日
間のライディング。１日目は西伊豆の海岸線
13 0ｋｍ、総標高差200 0ｍを。2日目は山岳
コース10 0ｋｍ、総標高差170 0ｍをライド。

■集合　JR沼津駅集合 8:00　
■参加費用　20,000円(宿泊込) 1日ライドのみ6,800円
■開催日  10/10(土)�10/11(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

6 富士山一周サイクリング
富士山をぐるっと一周10 0ｋｍのライディング。
1日中富士山を360度の方 向から眺めながら走
る。総標高差140 0ｍで充実のライド。

■集合　JR御殿場線御殿場駅 9:00

■参加費用　6,800円

■開催日　6/7(日) 10/4(日)

■走行距離　100km 

■標高差　上り1400m 

11 アロハサイクリング教室
自転車のセッティングから乗車フォームまで
MT B を使って丁寧にレクチャー。講習後は下
田周辺の海岸線をミニサイクリング。

■集合　伊豆急下田駅 10:00　13:00

■参加費用　3,000円（レンタルバイク付）

■開催日　3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離　15km 

■標高差　上り100m

 

12 南伊豆オーシャンライド
南伊豆のビーチからスタートして海岸線を走る。
太陽いっぱいの海を見ながら軽快にペダリング
できる。ファミリーでの参加にも最適。

■集合　伊豆急下田駅 10:00

■参加費用　6,800円

■開催日　3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離　25km

■標高差　上り100m

 

ライディングフォーム、バイクの調整など、初心者のための講習をしっかり
行い、初めての方にも楽しんでいただけます。

フリーライディング
アロハのロードライド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。見所やコースについてのガイドは、ポイントごとにじっくり行うので安心です。

サポートカーとともにライディング
より快適で気持ちいいライディングを！ ライディング中は荷物をすべてサポートカーでお預かりしま
す。またリペアパーツ、ツールを常備しているので、突然のメカトラブルも即対応できます。

自然の中でオーガニックランチ
ライディングでおいしい空気をたっぷり吸い込んだ後は、ぜひ素材にこだわったアロハのランチをお
楽しみください。その土地の新鮮な素材を使用した無添加の健康食ランチは、自然の中で味わえばま
た格別です。

波によって造られ
た荒々しい海岸線
と周囲に残る自然
で秘境の雰囲気た
っぷり。海岸に湧く
天然温泉も見所の
ひとつ。４０、６０、
８０ｋｍコースあり。

入り組んだ海岸線
が多い日本では、半
島ライドが変化に
富んでおもしろい。
伊豆は山と海が近
く深い緑と青い海
を同時に味わえる
のがグッド。

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。

ライディング中
の補給食はおま
かせください。そ
の土地で獲れる
新鮮なフルーツ、
手作りケーキな
ど、次の補給ポ
イントが楽しみに
なるものをたく
さんご用意して
います。

長い年月をかけて
谷を刻んだ伊豆の
深層水をボトルに
詰め込めば、海を
見下ろす高原はす
ぐそこだ！。標高差
140 0ｍで走りごた
えたっぷり。

南伊豆の海岸線、田
園風景の中をのんび
りサイクリング。サポ
ートカーなしでCO 2フ
リーな1日を楽しみま
しょう。自分の力で走
りきる感覚はすばらし
いです。

河口湖、西湖は静かな
湖畔沿いのサイクリン
グを楽しむことができ
ます。湖面に映る富士
山もとても美しく足も
も軽くなります。ライデ
ィング後の古民家カフ
ェでの時間も最高。

朝霧高原から白糸の
滝までは、交通量も少
なく自然を満喫できる。
西側から眺める富士
山は雄大で、時にはペ
ダルを休めてゆっくり
楽しんで！富士山の湧
き水もおいしい。

伊豆半島の始まり
沼津を出発、西伊豆
の海岸線をライド。
伊豆最南端の石廊
崎を通り東伊豆の
河津まで160k m を
1日で走るチャレン
ジングなイベント。

気候がよくライディ
ングしやすい時期
に2日間のロングラ
イドにチャレンジ。
トータル3700m の
標高差を走るハー
ドなコースで走行
後は大満足。

1日目 あやまる岬-奄
美パーク40km
2日目 マングローブパ
ーク-ヤドリ浜100km
3日目 国直海岸-大浜
海浜公園-名瀬80km
東洋のガラパゴスと呼
ばれるほど、島にはい
まだ手つかずの自然
が残っている。

海岸線から静かで落
ち着いた農村を通る
コース。半漁半農の
昔からの伊豆のライ
フスタイルを垣間見
ることができる。もち
ろんゴール近くには
温泉もあり。

教室は午前1 0～ 1 2
時と、午後1～3時の2
回開催。どちらか選ん
で参加できる。レンタ
ルバイクセットつきな
ので、伊豆に旅行に来
た際などにも気軽に
楽しめる。

伊豆、富士山の大自然をライディング！ 
海から山まで、全コース絶景ライドにこだわりました。

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

フラットバーロード￥3,000
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ロードバイク￥4,00 0 
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オススメポイント３

ビギナーズライド

ロードライドトリップ

オススメポイント１

オススメポイント２

ライディングフード

コースレベルの見方 レンタルバイク

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～75km 、上り標高差～500m。

急な上り、狭い路肩を含むコース。公道で交通ルールを守りながら安全に走るテクニ
ックと、平均的な持久力が必要。走行距離～100km 、上り標高差～1500m。

長い急な上り、下り、狭い路肩を含むコース。平均以上の持久力と、補給食などロング
ライドのための知識が必要。走行距離～150km 、上り標高差～1500m。

長い急な上り、下りを長時間走る持久力が必要。ペース配分を的確に行い、最後まで
公道を安全に走る集中力が求められる。走行距離150k m～ 、上り標高差1500 m～ 。

上級者向けのアドベンチャーライド。

駐車場をご案内できます。

レンタルバイクあります。

初めての方でも楽しんでいただけます。

軽食をごt提供します。

おいしい湧き水あり。

温泉が近くにあります。

飛行機輪行のアドバイスします。
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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
～50km 、上り標高差～100m。
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13 狩野川～修善寺サイクリング
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。海岸のランチもおすすめ。ほぼ平坦
な河川敷のコースなので初心者にぴったり。

■集合　修善寺駅 10:00

■参加費用　6,800円                   

■開催日　3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離　50km 

■標高差　上り100m 

天城山の北側を流れ
駿河湾へ向かう狩野
川は自然が残されて
いて美しい。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
うかた大歓迎。

P1１31



1 南伊豆ロードライド
黒潮がダイレクトにぶつかる温暖な伊豆
最南端の石廊崎。安定した気候で、1年を
通して快適にライディングできる。漁村が
点在する海岸線のアップダウンライド。

■集合　伊豆急下田駅 10:00　■解散　伊豆急下田駅16:00
■参加費用　6,800円　
■開催日 3月～6月、9月～12月随時開催　　　　 
■走行距離　40km 60km 80km
■標高差　上り200～1000m 

3 西伊豆スカイラインロードライド
静かなビーチをあとにするとあっという間
に緑の深い谷から山へ。海と山が間近に
迫った伊豆は、走りながら自然のパワーを
感じられる最高のフィールド。

■集合　伊豆急下田駅 10:00　■参加費用　6,800円
■解散　伊豆箱根鉄道修善寺駅 16:00  （下田まで送迎あり）
■開催日　11/15(日)その他随時開催
■走行距離　80km 
■標高差  上り1500m

2 西伊豆ロードライド10 0ｋｍ
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
コース。総距離10 0ｋｍ、総標高差200 0ｍ
のアップダウンで走行後の充実感は格別！

■集合　JR沼津駅 8:00  ■解散　伊豆急下田駅 17:00
■参加費用　6,800円　 ■開催日 11/14(土)その他随時開催
■走行距離　100km 
■標高差　上り2000m 
(輪行での参加をおすすめしています）

4 グリーンサイクリング南伊豆
サポートカーなしで開催するグリーンツアー。自
分の力で全ルート走りきります。集合場所まで
電車を利用すればさらにグリーンな休日。

9 奄美大島一周サイクリング
さんご礁が広がる海と、マングローブの森
を楽しみながら奄美大島を一周する。2泊
3日で220kmの変 化に富んだ海岸線コー
スをライディング。名物の鶏飯が楽しみ！

■集合　奄美大島空港集合・解散
■開催日　10/31(土)～11/2(月)
■参加費用　60,000円（宿泊費/朝夕2食込み）
■走行距離　3日間220km
■標高差  3日間上り1600m

■集合 伊豆急下田駅 10:00

■参加費用　6,800円        　　　　                     

■開催日　3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離　25km～40km 

■標高差　上り100m～

　　　　　300m 

5 富士山サイクリング
富士山周辺をのんびりサイクリングする初心者
おすすめツアー。河口湖、西湖、本栖湖、田貫湖
など季節に合わせてコースを設定します。

■集合　JR御殿場線御殿場駅 9:00

■参加費用　6,800円

■開催日　6/6(土) 10/3(土)その他随時開催

■走行距離　30km

■標高差　200m

10 北海道知床ロードライド
世界遺産の知床半島を中心に道東をライ
ディング。３日間で４００ｋｍと充実したライ
ドが楽しめる。広大な大地を走るロングラ
イドと豊富な温泉は北海道ならでは。

1日目 女満別-屈斜路湖-
摩周湖 130k m＋温泉　
2日目 摩周-中標津-羅臼
150k m＋温泉
3日目 羅臼-知床-女満別
120k m＋温泉
宿泊地はすべて天然温泉
を楽しむことができます。
ライディング後はゆっくり
温泉でリラックス！

■集合　女満別空港集合・解散
■開催日　7/18(土)～20(祝)
■参加費用　60,000円（宿泊費/朝夕2食込み）
■走行距離　3日間400km　
■標高差  3日間上り1200m

こんな直線道路、北海道です

7 伊豆センチュリーライド160km
西伊豆を中心とした16 0ｋｍのロングライ
ド。変化に富んだ海岸線ルートで海を望み
ながらのライディングは他では味わえない。
総標高差250 0ｍ。10 0ｋｍコースもあり。

■集合　JR沼津駅集合 7:30
■解散　伊豆急河津駅 18:30  ■参加費用　6,800円
■開催日  5/30(土)  ■走行距離　100km/160km　
■標高差  上り2500m

8 ツール・ド・伊豆
伊豆の海と山の大自然をたっぷり味わう２日
間のライディング。１日目は西伊豆の海岸線
13 0ｋｍ、総標高差200 0ｍを。2日目は山岳
コース10 0ｋｍ、総標高差170 0ｍをライド。

■集合　JR沼津駅集合 8:00　
■参加費用　20,000円(宿泊込) 1日ライドのみ6,800円
■開催日  10/10(土)�10/11(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

6 富士山一周サイクリング
富士山をぐるっと一周10 0ｋｍのライディング。
1日中富士山を360度の方 向から眺めながら走
る。総標高差140 0ｍで充実のライド。

■集合　JR御殿場線御殿場駅 9:00

■参加費用　6,800円

■開催日　6/7(日) 10/4(日)

■走行距離　100km 

■標高差　上り1400m 

11 アロハサイクリング教室
自転車のセッティングから乗車フォームまで
MT B を使って丁寧にレクチャー。講習後は下
田周辺の海岸線をミニサイクリング。

■集合　伊豆急下田駅 10:00　13:00

■参加費用　3,000円（レンタルバイク付）

■開催日　3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離　15km 

■標高差　上り100m

 

12 南伊豆オーシャンライド
南伊豆のビーチからスタートして海岸線を走る。
太陽いっぱいの海を見ながら軽快にペダリング
できる。ファミリーでの参加にも最適。

■集合　伊豆急下田駅 10:00

■参加費用　6,800円

■開催日　3月～6月、9月～12月随時開催

■走行距離　25km

■標高差　上り100m

 

ライディングフォーム、バイクの調整など、初心者のための講習をしっかり
行い、初めての方にも楽しんでいただけます。

フリーライディング
アロハのロードライド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。見所やコースについてのガイドは、ポイントごとにじっくり行うので安心です。

サポートカーとともにライディング
より快適で気持ちいいライディングを！ ライディング中は荷物をすべてサポートカーでお預かりしま
す。またリペアパーツ、ツールを常備しているので、突然のメカトラブルも即対応できます。
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ライディングでおいしい空気をたっぷり吸い込んだ後は、ぜひ素材にこだわったアロハのランチをお
楽しみください。その土地の新鮮な素材を使用した無添加の健康食ランチは、自然の中で味わえばま
た格別です。
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13 狩野川～修善寺サイクリング
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。海岸のランチもおすすめ。ほぼ平坦
な河川敷のコースなので初心者にぴったり。
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って走ってみようとい
うかた大歓迎。
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ツアースケジュール ダウン・トゥ・オーシャン初級コースを例に
MT Bツアーの1日の流れをご紹介。

FOOD

アロハのちょっとしたこだわり

伊豆といえば海や山、温泉はもちろんですが、その魅力は新
鮮な魚介類など、美味しい食材にもあります。アロハのツア
ーでは、そんな伊豆らしい食の楽しみをほんの少しだけでも
味わっていただこうと、伊勢エビや金目鯛、黒米など、伊豆の
名産品を使った自然食ランチ（スープ＆おにぎり）を無料で
ご提供しています。伊勢エビの漁期には豪快なお味噌汁、夏
野菜の時期には、地元野菜をふんだんに使った金目鯛のミ
ネストローネ、秋には天然キノコのみそ汁、冬は金目鯛のチ
ャウダーなど、リピーターの方々にも楽しんでいただけるよ
うに、様々なメニューを考えています。季節メニューのほか、
南伊豆メイドのベジタリアン豆カレーもアロハの定番です。

★農作物も負けてはいません。
伊豆には、無農薬や無化学肥料
など、こだわりの農園がたくさん
あります。アロハで使用している
お米は、松崎町のエッサホイサ
堂さんが丹精込めて育てている
無農薬・無化学肥料のお米です。
お味噌や塩も伊豆産のものを使
用しています。ツアーでは、そう
いった隠れた伊豆の名品も楽し
んでいただきたいと思っていま
す。ミカン園に寄って、旬のミカ
ンを食べたり、絞りたてのジュー
スを飲んだり、そんな楽しみが
プラスされたコースもあります。

★伊勢エビや金目鯛は伊豆の特産物。もちろん伊豆に揚
がったものを使用しています。お味噌汁やスープは化学調
味料・添加物フリー。具にも、伊豆で採れるふのりや川海苔、
野菜を使って、旬の味をさらにプラスしています。また、豆
カレーは、南伊豆の『うくの店』が、ツアーのために作ってく
れているスペシャルカレーを使用。オイル、塩、水以外の素
材は、全てインドから直輸入して作られている完全ベジタ
リアン食です。スパイスたっぷりの本格カレーもお楽しみに。

★また、デザートも伊豆ならではの、さらし天草で作ったと
ころてんやミカン、オレンジなどの柑橘類を。そのほか、ラ
イディングの疲れも吹っ飛ぶ濃厚なチョコレートブラウニ
ーやチーズケーキ、地場産のサツマイモを使ったスイート
ポテト、自家製の干し柿を使ったフルーツケーキなど、趣向
を凝らしたおやつも用意しています。こちらもお楽しみに！

農作物直売所に
並ぶ、伊豆の真の
名産品や旬の味
をランチにも使用
しています。

アロハのスタッフ

アロハ ケン キヨシ g-san アーロン あっくん アイ

トリップが大好きなア
ロハの代表。国内外
の全てのツアーを担
当します。

海･山とわず、自然の
中で遊ぶのが大好き。
伊豆で開催する全て
のツアーを担当。

MT B とニュージーラ
ンド担当です。初心者
スクールもおまかせ
ください！

多国籍サイクリングと
オーストラリア担当。
英語で案内する東京
ライドも開催。

伊豆、富士山エリアで
行われるMTB 、ロー
ドツアーを担当。自転
車だーい好き♪

みそ汁、おやつ、運転
担当。伊豆のおいし
い食材＆温泉を紹介
します。

★ガイド・スタッフ募集中！ 自転車ツアーに興味のある方、ご連絡ください。

   timetable

移動

寄り道

駐車場（海）に到着です。近く
に温泉もあります。車の方は
その場で解散。電車の方は最
寄りの駅までお送りします。

駐車場やコンビニ
など、わかりやすい
場所に集合。電車
でいらっしゃる方
は、駅までお迎え
にあがります。

バイクをサ
ポートカーに
積み込んで、
トレイルに
移動します。

まずは自己
紹介をしてか
ら、M T B の
扱い方、乗り
方、そして安
全面の講習
をします。

実際にライディングして、MT B
やオフロードに慣れます。

上り坂で、ギア
チェンジの練
習もします。

ランチタイム。無添加
の自然食ランチで、伊
豆の味覚を楽しみます。

午後のライディング
スタート。海に向かっ
てダウンヒルです。
自然や景色を楽しみ
ながら走ります。

上りも少しあ
ります。ギア
を上手く使っ
て上れるよう
になります。

お茶とおやつでひと
休み。絶景ポイントで
記念撮影も。この後
もまだまだトレイルラ
イドは続きます。

ミカン園に寄り
道。旬のミカン
を食べて元気回
復です。

初めての方でもちゃ
んと下れるようにな
ります。

ひと
休み

13:30

12:30

10:30

14:30

16:00

10:00

★時刻はあくまでも目安です。コースや天候などにより、変更する場合があります。

MT B・ロードガイド MT B・ロードガイド MT B インストラクター サイクリングガイド MT B・ロードガイド サポートスタッフ
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about us …

★ 自然にローインパクトな自転車ツアー

自転車に乗って自然に触れることは、環境にもやさしい身
近な遊びです。できるかぎり自分の力で自然の中を走り回
り、その気持ちよさを体験していただくことが、アロハバイ
クの希望です。サポートカーは、自転車の楽しさを多くの方
に手軽に味わっていただくためのひとつの手段です。

★ 地域への貢献

私たちがライディングを楽しむことで、伊豆はもちろん、ツ
アーを開催する各エリアの地元の方にも喜んでいただき
たいと考えています。そのエリアのローカルガイドと協力し
合ってツアーを行うことはもちろん、その土地の素材を使
った軽食をご提供したり、日帰り温泉に立ち寄ったり、小さ
なことですが、地域に貢献していきたいと思っています。

★ 責任ある自然人

自転車に乗りながら感じる自然は、とても美しく
すばらしいものですが、同時にとても壊れやすか
ったり、思わぬ危険が潜んでいたりもします。す
べてが繊細につながりあう自然環境を大切にし
ていくことや、自分の身を危険から守ることは、責
任ある自然人としての第一歩だと考えています。

★ アロハな仲間

アロハバイクは、多くの方々に自転車を通して、自然とより深く関
わっていただきたいと願っています。自然を介して知り合ったア
ロハな仲間とは、日常生活では得られないスペシャルな感覚を分
かち合えるはず。そんなすばらしい時間を、自然を愛するみなさ
んとガイドで一緒に創り上げたいと思っています。

TEL/FAX 0558-22-1516
info@alohabike.com

お電話・ＦＡＸ・メール・WE Bフォームにて
お問い合わせ、お申し込みください。

＜お申し込みの際にお知らせください＞

●ご希望のツアーと日程　●氏名（フリガナ）　
●性別　●住所　●電話番号　　●生年月日　
●現地までの交通手段　
※自転車レンタルご希望の方は身長をお知らせください。
※グループで参加の場合は参加者全員のプロフィールを
お知らせください。

参加方法の詳細をメール、
郵送等でご連絡します。

＜参加方法の詳細＞

集合解散場所・時間、コースの詳細、参加費用、持ち物、
服装、その他準備すること、宿泊情報等をご連絡します。

＜ご入金確認の時点でご予約成立＞

お申し込み後、代金を左記口座までにお振り込みください。
ご入金が確認された時点でお申し込み成立となります。
※お申し込み後２週間以内、もしくはイベント開催日の10
日前までにご入金ください。

イベントの詳細を確認後、下記口座に
参加料金をお振込みください。

　　　三井住友銀行　岐阜支店　
普通　０７３９５０８　アロハバイクトリップ

＜キャンセルについて＞

お客様の都合によるキャンセルにつきましては下記のキャ
ンセルチャージを申し受けます。なお、未入金の方につきま
しても１０日前より同額の請求をさせていただききますの
でご了承ください。
●ツアー10日前から5日前まで・・・ツアー代金の20％　
●ツアー4日前から前日まで・・・・ツアー代金の50％　
●ツアー当日・・・・ツアー代金の10 0％

＜中止の場合＞

悪天候によって中止の場合は参加費用を全額返金いた
します。イベント中止の最終決定は前日１９：００となり、そ
の後電話・メールにて中止をお知らせします。
※ツアー当日は時間に余裕を持ってお越しください。連絡
なしで遅刻の場合はキャンセル扱いとなりますのでご注
意ください。

イベント当日を楽しみに
お待ちください。 ガイド、レンタルギア、サポートカーのサービス

を使用し、アロハバイクのツアーをお好み通
りにカスタマイズすることも可能です。これ
まで、自転車仲間やショップのチームメイト、
会社の自転車クラブなど、様々なグループの
バイクトリップをお手伝いしてきました。グル
ープ割引、ショップツアー割引といったお得な
割引価格もご利用いただけますので、日時や
コースなど、お気軽にご相談ください。もちろ
ん、ファミリーやカップルなどのプライベートツ
アーも大歓迎です。

オリジナルツアーをつくろう !ホームページで最新の
イベント日程をチェック

www.alohabike.com
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日前までにご入金ください。

イベントの詳細を確認後、下記口座に
参加料金をお振込みください。

　　　三井住友銀行　岐阜支店　
普通　０７３９５０８　アロハバイクトリップ

＜キャンセルについて＞

お客様の都合によるキャンセルにつきましては下記のキャ
ンセルチャージを申し受けます。なお、未入金の方につきま
しても１０日前より同額の請求をさせていただききますの
でご了承ください。
●ツアー10日前から5日前まで・・・ツアー代金の20％　
●ツアー4日前から前日まで・・・・ツアー代金の50％　
●ツアー当日・・・・ツアー代金の10 0％

＜中止の場合＞

悪天候によって中止の場合は参加費用を全額返金いた
します。イベント中止の最終決定は前日１９：００となり、そ
の後電話・メールにて中止をお知らせします。
※ツアー当日は時間に余裕を持ってお越しください。連絡
なしで遅刻の場合はキャンセル扱いとなりますのでご注
意ください。

イベント当日を楽しみに
お待ちください。 ガイド、レンタルギア、サポートカーのサービス

を使用し、アロハバイクのツアーをお好み通
りにカスタマイズすることも可能です。これ
まで、自転車仲間やショップのチームメイト、
会社の自転車クラブなど、様々なグループの
バイクトリップをお手伝いしてきました。グル
ープ割引、ショップツアー割引といったお得な
割引価格もご利用いただけますので、日時や
コースなど、お気軽にご相談ください。もちろ
ん、ファミリーやカップルなどのプライベートツ
アーも大歓迎です。

オリジナルツアーをつくろう !ホームページで最新の
イベント日程をチェック

www.alohabike.com



 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

http://www.alohabike.com

E-mail  info@alohabike.com
Tel/Fax 0558-22-1516

（電話受付時間 10:00～20:00）

お申し込み・お問い合わせ

自転車で、もっと地球がおもしろくなる。

MTB, ROADBIKE & CYCLING TOUR


