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アロハな自転車ツアー
◎特集　地球はこんなに楽しい！

ニュージーランドトレイルライド
夏を追いかけて南半球へ

屋台と温泉、バイクライドの旅

南台湾ロードライド
熱帯の空気に酔う

光り輝く島、スリランカ

アロハバイクトリップのツアー情報満載
ハレアカラヒルクライムドキュメント
ロトルアMTBパークレポート
南台湾340kmライド、どうでしたか？
エコツアー大国、コスタリカでMTB
バイク＆ハイクでフィールドを広げよう！
海と山の160km、伊豆センチュリーライド

近くの大自然

伊豆ライド
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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、そ
の他アウトドアを遊びまくろう！

■開催日　1/12(土)　
■参考料金　6泊8日基本コース３０万円(変更あり)
■申込締切　12/10(月)

4 ニュージーランドサイクリング
北島の開拓時代から残る静かな道ををゆ
っくりサイクリング。湖から国立公園の雄
大な景色を見ながら走る。山間部のルート
を行き変化があって楽しい。

■開催日　1/20(日)　
■参考料金　6泊8日基本コース38万円(変更あり)
■申込締切　12/20(木)

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　8/26(日)　
■参加ツアー　８/24(金)～28(火)　
■参考料金　3泊5日基本コース１８万円(変更あり)
■カテゴリー　個人、3人1チーム（3区間をリレー）
■申込締切　7/26(木)

2 マウイ島一周ロードライド
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　8/15(水)～8/20(月)
■参考料金　4泊6日250,000円(変更あり)
■カテゴリー　ロングコース、ショートコース（初心者向）
■申込締切　7/13日(金)　

    日程　  都市　　　　3泊5日基本コース

   8/24金     成田　  夕方JAL 等で出発。着後送迎バスでホテルへ。

   8/25土     マウイ　エントリー、コース下見ライド、カーボパーティー

   8/26日     マウイ   イベント当日。レース後表彰パーティー。

   8/27月     マウイ   午前送迎バスで空港へ。JAL 等で帰国。

   8/28火   　成田    午後成田帰着。

    日程　  都市　　　　４泊６日基本コース

   1日目　     成田　 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100km 。ハナにてキャンプ。

　3日目       マウイ   ハナ～クラ60km 。クラにてコテージ泊。

   4日目       マウイ   ウェストマウイ一周９０km 。コテージ泊。

   5日目   　 マウイ   午前送迎バスで空港へ。JAL 等で帰国。

   6日目   　  成田    午後成田帰着。

NewZealand
夏を追いかけ南半球へ

さぁて、お待ちかねのPar kにいよいよ突入～！この
ワカレワレワのPar kはあらゆるレベルのライダー
を満足できる懐の深い作りで、ワクワクドキドキが
止まらないね～。そんな気持ちを抑えつつ、まずは
足慣らしを兼ねて”KIDS  LOOP ”から。お子様用だ
し。。。なんて言っちゃいられない、アップダウンを
極力抑え、でも林間をくねくねと縫うように走る感
覚が実に楽しくて気持ちいい～！これならお子様や
初心者は「もう一回走りたい！」と思うよな。そう、こ
の「もう一回」が重要なんだ。さすが自転車が生活
の一部となっているNZ 、うまい作りです。脱帽。
勢いに乗って次のTrailを探していると、大きなも
みの木が。よく見るとなにかが付いているみたい。
近づいてみると。。。あぁ～クリスマスツリーだー！
夏の日差しだからぜんぜん気が付かなかったけど、
N Z は日本の四季と反対で夏がクリスマス♪でも、
ん？今日は1月1 5 日、ま、大体クリスマスってことで！

もう17 時を過ぎているのに明るいねぇ～！さすが
に頂上を目指すアプローチは結構な斜度で長いっ
！インナーローでくるくるしないともたないよー。
でもＮＺスタイルは下るために登る、そのために登
れる坂になっているからストレスはなかったよ。こ
れなら登りもすきになるなぁ。比べると日本の 
Trailは登りも下りもトライアルだな。
登って登ってまた登って、ふっと視界が開けたら。。
おー！！頂上だー！ロトルアの町と湖が一望できるー
！！言葉にならない心の叫びがケンと僕をつつんだ
よ。「うぉ～！」とか「わぉ～！」とか「あちょ～！」みたい
な。さぁてここからはHoliday  parkまで一気に下
りだァ～！！「あちょ～！！」
Holiday  parkにつくまでどのコースをそんなふう
に走ったか記憶がアヤシイくらいにまたまた「脳内
トリップ」しちゃったよー♪

Ｍａｕｉ， Hawaii
すべてが輝くマジックアイランド

ダウンヒルレースに参戦して日本中を走り
まくっている。N Zトリップで海外進出開始！

トリップレポーター　G-san

詳しいレポートはホームページで
http://ｗｗｗ.alohabike.com/NZ2007/

トレイルは巨大なシダ植物が多い茂る亜熱帯雨林
の中。ジャングルだけど毒蛇、クマに出会う危険も
なくとても安全。

※料金は往復航空代、宿泊、現地係員費用合計の目安です。
　正式には旅行会社よりご案内いたします。

※料金は往復航空代、宿泊、現地係員費用合計の目安です。
　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/haleakala2006/

ママチャリから始まった自転車ライフ、とう
とうマウイの最高峰制覇です！

トリップレポーター　ドイさん

※料金は往復航空代、宿泊、現地係員費用合計の目安です。
　正式には旅行会社よりご案内いたします。

※料金は往復航空代、宿泊、現地係員費用合計の目安です。
　正式には旅行会社よりご案内いたします。

ハレカラヒルクライムツアー

N Zトレイルライドツアー

原色の花が咲くビーチか
ら森林限界を超え高山植
物の世界へ。

きましょう」とケンさん。バスタオルをアスファルト
の上に敷いてストレッチすると，アツアツの路面が
気持ちいい。ペタンと座るのが何だか幸せ。いた
だいたハワイ天然塩も何か効く気がする。パワー
ジェルでチャージして再出発。
1 5：0 0　頂上地点の天文台が見えている。見え
ているのに～遠いわ～。こんなにしんどいと思う
ほど何かしたのは久しぶり。あと少し！･･･と乗り始
めるも，すぐバテる。足の裏がしびれるような感じ。
オオゲサでなく５０ｍ進んでは止まり，進んでは止
まりを繰り返し･･･カーブを曲がったらついに！ゴ
ールが見えた！！！不思議なもんで，とたんに脚が動
く。
1 5：4 0　ゴール地点であんまり嬉しくて，両手あ
げガッツポーズ。でも，もっと嬉しかったのは，ケン
サンやアイサンがすごく喜んでくださったこと。頂
上でいただいたあったかい黒豆茶。しみじみとあ
りがたく，ほっこり（京都のコトバで，いろいろバタ
バタした後でほっと落ち着くこと）。ああ，幸せ。
1 6：3 0　車で下山。自分の上ってきた道を車か
ら眺めながら，ひそかに自己満足。ヘタレだけど，
何べんも止まったけど，何とか最後まで上ったも
んね～　うへへへ。マカワオまでおりて，メキシカ
ンでディナー。５００ｍｌのペットボトルほどの大き
さのド迫力ブリトーも，今日は食べても平気！

8：30   いよいよスタート！走り始めてしばらくする
と，霧雨が降ってきた。空は明るいので，そんなに
気分は滅入らずシャワー感覚。上ってる間も，ケン
さんが京都では見ないレインボーシャワーの花
などについて解説してくれるので，黙々とひたすら
ペダルを回す寂しさは皆無。
9：3 0　最初の町，マカワオに到着。ちょっと古め
の町並みで，ユニバーサルスタジオなんかにある
映画のセットのような感じ。でもしっかりヒトが生
活している，地に足ついた雰囲気。これはセットじ
ゃ出せない。この町のはずれについに激坂登場。
インナー×インナーで立ちこぎしないと上れない
。ケンサンに「こんなのはここくらい」と教わりほっ
とする。（でも上りは上りなのだ）
1 3：0 0　待望のランチタイム！五穀米のおにぎり
，あったかい黒豆茶，ドライフルーツ，カットフルー
ツなど等･･･カットフルーツはケンサン・アイサン
の滞在先に実ってるものだそうな。うまい。
1 3：3 0　ついに，国立公園の入り口（２０００ｍ付
近）に到着。そろそろ脚も気持ちもいっぱいいっ
ぱい。お天気はよく，絵葉書のような青空が広がっ
ている。傾斜は緩くなっているはずなのだが，疲れ
てきたからか空気が薄いからか結構ツラい。ギア
も一番軽いのから変えられなくなってしまった。
1 4：0 0　サポートカーがいる補給ポイントにて
休憩。「ここからは，気力だけじゃなく戦略的にい

    日程　  都市　　　　3泊5日基本コース

     １日目　   成田　  夕方JAL 等で出発。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     タウポトレイルライド

     ６日目       NZ     ジャングルトレイルライド

     7日目       NZ     フリー、 ライフティングなどオプションツアー。

     8日目       NZ     オークランドへ移動、JAL 等で成田へ。

    日程　  都市　　　　6泊8日基本コース

     １日目　   成田　  夕方JAL 等で出発。機内泊。

     2日目       NZ     オークランド着後、タウポへ移動。ショートライド。

     3日目       NZ     タウポ～トゥランギ　６０km　

     4日目       NZ     トゥランギ～トンガリロ国立公園　６０km

     5日目       NZ     トンガリロ国立公園～タウマラヌイ　８０km

     ６日目       NZ     タウマラヌイ～ワンガモモナ　６０km

     7日目       NZ     ワンガモモナ～タラナキ国立公園　６０km

     8日目       NZ     ニュープリマス～オークランド、成田へ

ックアップ
訪れよう！

る場所
れよ
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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と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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オオゲサでなく５０ｍ進んでは止まり，進んでは止
まりを繰り返し･･･カーブを曲がったらついに！ゴ
ールが見えた！！！不思議なもんで，とたんに脚が動
く。
1 5：4 0　ゴール地点であんまり嬉しくて，両手あ
げガッツポーズ。でも，もっと嬉しかったのは，ケン
サンやアイサンがすごく喜んでくださったこと。頂
上でいただいたあったかい黒豆茶。しみじみとあ
りがたく，ほっこり（京都のコトバで，いろいろバタ
バタした後でほっと落ち着くこと）。ああ，幸せ。
1 6：3 0　車で下山。自分の上ってきた道を車か
ら眺めながら，ひそかに自己満足。ヘタレだけど，
何べんも止まったけど，何とか最後まで上ったも
んね～　うへへへ。マカワオまでおりて，メキシカ
ンでディナー。５００ｍｌのペットボトルほどの大き
さのド迫力ブリトーも，今日は食べても平気！

8：30   いよいよスタート！走り始めてしばらくする
と，霧雨が降ってきた。空は明るいので，そんなに
気分は滅入らずシャワー感覚。上ってる間も，ケン
さんが京都では見ないレインボーシャワーの花
などについて解説してくれるので，黙々とひたすら
ペダルを回す寂しさは皆無。
9：3 0　最初の町，マカワオに到着。ちょっと古め
の町並みで，ユニバーサルスタジオなんかにある
映画のセットのような感じ。でもしっかりヒトが生
活している，地に足ついた雰囲気。これはセットじ
ゃ出せない。この町のはずれについに激坂登場。
インナー×インナーで立ちこぎしないと上れない
。ケンサンに「こんなのはここくらい」と教わりほっ
とする。（でも上りは上りなのだ）
1 3：0 0　待望のランチタイム！五穀米のおにぎり
，あったかい黒豆茶，ドライフルーツ，カットフルー
ツなど等･･･カットフルーツはケンサン・アイサン
の滞在先に実ってるものだそうな。うまい。
1 3：3 0　ついに，国立公園の入り口（２０００ｍ付
近）に到着。そろそろ脚も気持ちもいっぱいいっ
ぱい。お天気はよく，絵葉書のような青空が広がっ
ている。傾斜は緩くなっているはずなのだが，疲れ
てきたからか空気が薄いからか結構ツラい。ギア
も一番軽いのから変えられなくなってしまった。
1 4：0 0　サポートカーがいる補給ポイントにて
休憩。「ここからは，気力だけじゃなく戦略的にい

    日程　  都市　　　　3泊5日基本コース

     １日目　   成田　  夕方JAL 等で出発。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     タウポトレイルライド

     ６日目       NZ     ジャングルトレイルライド

     7日目       NZ     フリー、 ライフティングなどオプションツアー。

     8日目       NZ     オークランドへ移動、JAL 等で成田へ。

    日程　  都市　　　　6泊8日基本コース

     １日目　   成田　  夕方JAL 等で出発。機内泊。

     2日目       NZ     オークランド着後、タウポへ移動。ショートライド。

     3日目       NZ     タウポ～トゥランギ　６０km　

     4日目       NZ     トゥランギ～トンガリロ国立公園　６０km

     5日目       NZ     トンガリロ国立公園～タウマラヌイ　８０km

     ６日目       NZ     タウマラヌイ～ワンガモモナ　６０km

     7日目       NZ     ワンガモモナ～タラナキ国立公園　６０km

     8日目       NZ     ニュープリマス～オークランド、成田へ
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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と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   2007年 2/8(金)～2/12(火)

■参考料金   149,800円（変更あり）

■申込締切　1/8(火) 

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。

ヨコヤマさん

ホノルルセンチュリーラ
イドと比べて道がよく走
りやすいですね。食事も
おいしくもっと多くの人
に台湾を走ってもらい
たいです。

サポートの果物など大
変美味しく頂きました。
また食事は台湾のガイ
ドさんのおかげで安く
って美味しくバランス
のよいものでした。

ヤバタさん

ゴールのビーチで乾杯！３日間のライディン
グをともに過ごした仲間は人生の財産だ。

ヨシカワさん

走りがいがあったのと、
食事が良かったので満
足でした。ただ、かえっ
て太ちゃったかな～
エアロバーはスピード
が出ると快適です。

台湾ツアーは道路も走
りやすく本当に楽しか
ったです。近くに未だ
ああいうコースが残っ
ていたかと認識を新た
にしました。

ハシモトさん 

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
まれた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る。そ
う、あり余る素材を丁寧に繊細に調理する台湾料理
なのだ。市場を歩けば豆腐、鳥、魚、肉、野菜など何
でも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る。屋台のおじさ
んにおしるこを注文すると愛想はないが無駄な動
き一つなく丁寧にカップに汁を注いでくれる。饅頭
の屋台の前では蒸し上がりを待つ人が行列を作っ
ている。夜明けとともに湯気を上げる朝粥の釜。バ
イクライドでおなかを空かした僕はそんな食にかか
わる風景をとても美しく見ている。台湾、食のエン
ターテイメント。自転車ほどこれを楽しむことがで
きる旅はないのでは？

台湾ライドどうでしたか？

※料金は往復航空代、宿泊、現地係員費用合計の目安です。

インド洋に浮かぶ島国スリランカ。北回帰線と赤道
に挟まれた熱帯に位置し、緑豊かな美しい島だ。年
間を通して2 8～ 30 度と強い日差しの下、マンゴー・
パイヤなどのフルーツ、シナモン・ペッパーなどのス
パイスがすくすくと育っている。太陽の力強さは10
分もライディングしていると全身で感じることがで
きる。日本の夏に比べると湿気はそれほど多くない
が、それでも気化しきれない汗が額を伝ってたれて
くる。それに反応した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のだ。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に輝
いている。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る。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
の大きさは僕の想像をはるかに超えた。

食のエンターテイメント

道路はほとんどが舗装されてい
るが日本に比べると少々荒い。
写真下は一面が赤土で覆われた
特別な場所。

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
イドしてくれる。

やしの木と石仏

ワイルドライフの魅力

道路はほとんどが舗装されてい
るが日本に比べると少々荒い。
写真下は一面が赤土で覆われた
特別な場所。

インド洋に浮かぶ島国スリランカ。北回帰線と赤道
に挟まれた熱帯に位置し、緑豊かな美しい島だ。年
間を通して2 8～ 30 度と強い日差しの下、マンゴー・
パイヤなどのフルーツ、シナモン・ペッパーなどのス
パイスがすくすくと育っている。太陽の力強さは10
分もライディングしていると全身で感じることがで
きる。日本の夏に比べると湿気はそれほど多くない
が、それでも気化しきれない汗が額を伝ってたれて
くる。それに反応した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のだ。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に輝
いている。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る。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
の大きさは僕の想像をはるかに超えた。

Taiwan
すべては食のために

SriLanka
熱帯に酔う

Costarica
エコツーリズム大国へ

■代金に含まれる＝往復航空代、宿泊、往復送迎、現地係員

7 コスタリカ・サイクリング
小さな国土なのに地球上の生物の種類
の5％を占める。様々な珍しい動植物を見
て回るには自転車がちょうどいい。温泉も
あってリラックスできる。

■開催日   11月(ホームページにて発表)

■参加費用   35万円(変更あり)

■申込締切　出発1ヶ月前 

    日程　  都市　　　　現地5日間

   1日目　    サンホセ   市内観光ライド

　2日目                  アナレル湖ライド　タバコン温泉

　3日目 　　　　　  カニョ・ネグロ野生保護区

   4日目       　　　　　カルタゴライド

   5日目       サンホセ   トゥリアルバライド～サンホセ

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   2007年 6/23(土)～6/30(土)

■参加費用   ３０万円（変更あり）

■申込締切　5/23(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
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※料金は往復航空代、宿泊、現地係員費用合計の目安です。

スリランカ台湾

コスタリカ
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イドしてくれる。

やしの木と石仏

ワイルドライフの魅力

道路はほとんどが舗装されてい
るが日本に比べると少々荒い。
写真下は一面が赤土で覆われた
特別な場所。

インド洋に浮かぶ島国スリランカ。北回帰線と赤道
に挟まれた熱帯に位置し、緑豊かな美しい島だ。年
間を通して2 8～ 30 度と強い日差しの下、マンゴー・
パイヤなどのフルーツ、シナモン・ペッパーなどのス
パイスがすくすくと育っている。太陽の力強さは10
分もライディングしていると全身で感じることがで
きる。日本の夏に比べると湿気はそれほど多くない
が、それでも気化しきれない汗が額を伝ってたれて
くる。それに反応した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のだ。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に輝
いている。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る。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
の大きさは僕の想像をはるかに超えた。

Taiwan
すべては食のために

SriLanka
熱帯に酔う

Costarica
エコツーリズム大国へ

■代金に含まれる＝往復航空代、宿泊、往復送迎、現地係員

7 コスタリカ・サイクリング
小さな国土なのに地球上の生物の種類
の5％を占める。様々な珍しい動植物を見
て回るには自転車がちょうどいい。温泉も
あってリラックスできる。

■開催日   11月(ホームページにて発表)

■参加費用   35万円(変更あり)

■申込締切　出発1ヶ月前 

    日程　  都市　　　　現地5日間

   1日目　    サンホセ   市内観光ライド

　2日目                  アナレル湖ライド　タバコン温泉

　3日目 　　　　　  カニョ・ネグロ野生保護区

   4日目       　　　　　カルタゴライド

   5日目       サンホセ   トゥリアルバライド～サンホセ

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   2007年 6/23(土)～6/30(土)

■参加費用   ３０万円（変更あり）

■申込締切　5/23(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

2

※料金は往復航空代、宿泊、現地係員費用合計の目安です。

スリランカ台湾

コスタリカ



11 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。
走りやすいルートを選んでロングライドに挑
戦する。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。

■集合　伊豆急河津駅 9:00
■開催日　6/16(土) 10/17(水) 12/5(水) 
■参加費用　6,800円
■走行距離　42km　
■標高差上り  1500m下り1500m

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　5/9(水) 11/7(水)
■参加費用　6,800円
■走行距離　35km 
■標高差　上り1000m下り1300m

人気の耐久ライド
を伊豆で楽しむ。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。

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
南伊豆に刻み込まれた深い谷、天城峠か
らはじまるジェットコースタートレイル。深
いブナの森を抜けると一面草原のＭＴＢフ
ィールドが現れる！ 中級者コースもあり。

■集合　伊豆急河津駅集合 10:00  ■参加費用　6,800円
■開催日 初級 4/14(土) 6/2(土) 9/30(日) 10/27(土) 12/8(土) 
             中級 4/15(日) 5/6(日) 10/31(水) 12/9(日) 
■走行距離　初15km　中20km 
■標高差 上り初200m中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 6/3(日) 7/8(日) 11/25(日) 12/29(土) 
■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　5/5(土) 7/12(木) 10/4(木) 10/28(日) 11/23(祝) 
               12/15(土) 
■走行距離　8km 
■標高差　上り100m下り400m 

4 南伊豆林道ライド
南伊豆の林道をゆっくりライド。山を走りながら
遠くに海を見渡せるのは伊豆ならでは。ライデ
ィング後は天然温泉が近くにあっておすすめ。

9 フジヤマトレイルライド
富士山の樹林コースをライド。標高170 0ｍ
のシングルトラックからスタートし、富士の原
生林をライディングして白糸の滝までダウン
ヒル。大沢崩れからの富士山は圧巻。

■集合　JR身延線富士宮駅 9:00
■開催日　初級5/19(土) 10/20(土) 中級5/20(日) 10/21(日) 
■参加費用　6,800円
■走行距離　25km　
■標高差　上り200m下り1300m

■集合　伊豆急下田駅 10:00

■参加費用　6,800円　■開催日 5/30(水) 
6/20(水) 12/12(水) 12/24(祝)
■走行距離 20km ■標高差 上り600m下り600ｍ

5 西伊豆トレイルライド
西伊豆の稜線から始まるシングルトラックライ
ド。火山がつくりだしたダイナミックな地形を
楽しむ。下山後は修善寺温泉でリラックス。

■集合　伊豆箱根鉄道修善寺駅 10:00

■参加費用　6,800円

■開催日 7/4(水) 12/27(木) 

■走行距離 15km ■標高差 上り200m下り800ｍ

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 4/3(火) 6/1(金) 7/7(土) 9/22(土) 10/26(金) 11/24(土)
■参加費用　6,800円　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 伊豆高原MT B ライド
伊豆高原の湖から林道をライディング。自
然のままの渓谷のトレイルには野鳥も多
い。初心者講習つき、レンタルＭＴＢもセッ
トで手ぶらでどなたも楽しめる。

■集合　JR伊東駅 10:00
■参加費用　6,800円(レンタルバイク付)
■開催日  5/17(木) 6/17(日) 9/24(祝) 12/6(木)
■走行距離　10km 
■標高差　上り100m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します。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。

■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  4/12(木) 
  6/14(木) 9/27(木) 10/18(木) 11/29(木) 12/20(木)
■走行距離  10km 
■標高差 上り100m下り100m

6 中伊豆トレイルライド

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　伊豆急河津駅 9:00

■参加費用　6,800円

■開催日 6/6(水) 19/29(土) 12/23(日) 

■走行距離 25km■標高差 上り800m下り1000ｍ

体力の限界に挑戦するロングライド、時にはバイクを担いで進む
バイク＆ハイク。山を満喫したい方の充実コース。

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。

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。晴れた日
の眺望は抜群！

伊豆はほとんどの地
域が山間部となり、
地域を結ぶ林道が古
くから発達してきた。
現在では林業、森林
の保護等に利用さ
れている道をMT B
でライディング。

山から海までがと
ても近いのが伊豆
のいいところ。渓谷
トレイルを楽しん
だ後はリアス式海
岸を眺めての自転
車散歩。海の幸も
楽しみの一つ。

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
しくなります。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。上級
者は大沢崩れの溶
岩トレイルもライデ
ィングできる。

キャットアイ提供の
LE Dライトはとても
強力。これとともに、
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！

いくつもの火山によ
って出来上がった伊
豆半島。その中のひ
とつが伊豆の西側
の急峻な地形を造り
だしている。稜線に
上ると富士山を眺め
ることもできる。

伊豆を南北に分けて
いる天城山地。その
両側では気象が劇
的に変化し、植生も
変わる。伊豆に残さ
れた数少ない原生
林を抜け、シングルト
ラックを楽しむ。

レンタルギアも揃っているので、MT B
をお持ちでない方でも心配無用です。

そと遊びが大好きなアロハのツアー
ガイド＆スタッフが、みなさんが快適
にライディングできるようにサポート
します。初心者スクール、メンテナン
ス講習もおまかせください。

ハードテイルバイク
レンタル料 ￥3,000

フルサスバイク
レンタル料 ￥4,000

ダカインのバックパ
ックは無料で試用可

ヘルメット、グロー
ブ、プロテクター
のレンタルは、3
点で￥50 0円

アイ ｇ-san ケン

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。

軽食をご用意します。

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

天城山地の稜線を走るテクニカルトレイル。押
し、担ぎのセクションもあるが原生林のシング
ルトラックはほかでは味わえない貴重な体験。

アドベンチャーライド

レンタルギア

ＭＴＢトレイル ガイドコースレベル＆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。

P
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11 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。
走りやすいルートを選んでロングライドに挑
戦する。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。

■集合　伊豆急河津駅 9:00
■開催日　6/16(土) 10/17(水) 12/5(水) 
■参加費用　6,800円
■走行距離　42km　
■標高差上り  1500m下り1500m

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　5/9(水) 11/7(水)
■参加費用　6,800円
■走行距離　35km 
■標高差　上り1000m下り1300m

人気の耐久ライド
を伊豆で楽しむ。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。

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
南伊豆に刻み込まれた深い谷、天城峠か
らはじまるジェットコースタートレイル。深
いブナの森を抜けると一面草原のＭＴＢフ
ィールドが現れる！ 中級者コースもあり。

■集合　伊豆急河津駅集合 10:00  ■参加費用　6,800円
■開催日 初級 4/14(土) 6/2(土) 9/30(日) 10/27(土) 12/8(土) 
             中級 4/15(日) 5/6(日) 10/31(水) 12/9(日) 
■走行距離　初15km　中20km 
■標高差 上り初200m中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 6/3(日) 7/8(日) 11/25(日) 12/29(土) 
■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　5/5(土) 7/12(木) 10/4(木) 10/28(日) 11/23(祝) 
               12/15(土) 
■走行距離　8km 
■標高差　上り100m下り400m 

4 南伊豆林道ライド
南伊豆の林道をゆっくりライド。山を走りながら
遠くに海を見渡せるのは伊豆ならでは。ライデ
ィング後は天然温泉が近くにあっておすすめ。

9 フジヤマトレイルライド
富士山の樹林コースをライド。標高170 0ｍ
のシングルトラックからスタートし、富士の原
生林をライディングして白糸の滝までダウン
ヒル。大沢崩れからの富士山は圧巻。

■集合　JR身延線富士宮駅 9:00
■開催日　初級5/19(土) 10/20(土) 中級5/20(日) 10/21(日) 
■参加費用　6,800円
■走行距離　25km　
■標高差　上り200m下り1300m

■集合　伊豆急下田駅 10:00

■参加費用　6,800円　■開催日 5/30(水) 
6/20(水) 12/12(水) 12/24(祝)
■走行距離 20km ■標高差 上り600m下り600ｍ

5 西伊豆トレイルライド
西伊豆の稜線から始まるシングルトラックライ
ド。火山がつくりだしたダイナミックな地形を
楽しむ。下山後は修善寺温泉でリラックス。

■集合　伊豆箱根鉄道修善寺駅 10:00

■参加費用　6,800円

■開催日 7/4(水) 12/27(木) 

■走行距離 15km ■標高差 上り200m下り800ｍ

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 4/3(火) 6/1(金) 7/7(土) 9/22(土) 10/26(金) 11/24(土)
■参加費用　6,800円　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 伊豆高原MT B ライド
伊豆高原の湖から林道をライディング。自
然のままの渓谷のトレイルには野鳥も多
い。初心者講習つき、レンタルＭＴＢもセッ
トで手ぶらでどなたも楽しめる。

■集合　JR伊東駅 10:00
■参加費用　6,800円(レンタルバイク付)
■開催日  5/17(木) 6/17(日) 9/24(祝) 12/6(木)
■走行距離　10km 
■標高差　上り100m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します。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。

■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  4/12(木) 
  6/14(木) 9/27(木) 10/18(木) 11/29(木) 12/20(木)
■走行距離  10km 
■標高差 上り100m下り100m

6 中伊豆トレイルライド

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　伊豆急河津駅 9:00

■参加費用　6,800円

■開催日 6/6(水) 19/29(土) 12/23(日) 

■走行距離 25km■標高差 上り800m下り1000ｍ

体力の限界に挑戦するロングライド、時にはバイクを担いで進む
バイク＆ハイク。山を満喫したい方の充実コース。

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。

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。晴れた日
の眺望は抜群！

伊豆はほとんどの地
域が山間部となり、
地域を結ぶ林道が古
くから発達してきた。
現在では林業、森林
の保護等に利用さ
れている道をMT B
でライディング。

山から海までがと
ても近いのが伊豆
のいいところ。渓谷
トレイルを楽しん
だ後はリアス式海
岸を眺めての自転
車散歩。海の幸も
楽しみの一つ。

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
しくなります。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。上級
者は大沢崩れの溶
岩トレイルもライデ
ィングできる。

キャットアイ提供の
LE Dライトはとても
強力。これとともに、
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！

いくつもの火山によ
って出来上がった伊
豆半島。その中のひ
とつが伊豆の西側
の急峻な地形を造り
だしている。稜線に
上ると富士山を眺め
ることもできる。

伊豆を南北に分けて
いる天城山地。その
両側では気象が劇
的に変化し、植生も
変わる。伊豆に残さ
れた数少ない原生
林を抜け、シングルト
ラックを楽しむ。

レンタルギアも揃っているので、MT B
をお持ちでない方でも心配無用です。

そと遊びが大好きなアロハのツアー
ガイド＆スタッフが、みなさんが快適
にライディングできるようにサポート
します。初心者スクール、メンテナン
ス講習もおまかせください。

ハードテイルバイク
レンタル料 ￥3,000

フルサスバイク
レンタル料 ￥4,000

ダカインのバックパ
ックは無料で試用可

ヘルメット、グロー
ブ、プロテクター
のレンタルは、3
点で￥50 0円

アイ ｇ-san ケン

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。

軽食をご用意します。

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

天城山地の稜線を走るテクニカルトレイル。押
し、担ぎのセクションもあるが原生林のシング
ルトラックはほかでは味わえない貴重な体験。

アドベンチャーライド

レンタルギア

ＭＴＢトレイル ガイドコースレベル＆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。

P

1

P１32 P2

2

１3 P

１3
１4
１5

１3 P １3 P １4 P

P1 P1

１32 P １3 P

P１3 P１5



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　■参加費用　6,800円　
■開催日 40km→4/7(土) 9/17(祝) 10/13(土) 12/1(土)　
60km→4/18(水) 10/14(日) 12/19(水)　80km→4/8(日)
6/13(水) 9/16(日) 12/2(日)
■標高差　上り400～1000m 

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　5/13(日) 11/11(日)  
■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　5/12(土) 11/10(土)
■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）

1 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修善寺までゆっくり
ライディング。ほぼ平坦な河川敷のコースなの
で初心者にぴったり。

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
を見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　11/2(金)～11/4(日)
■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 JR沼津駅10:00

■参加費用　6,800円        　　　　                     

■開催日 5/23(水) 10/3(水)

■走行距離　50km 

■標高差　上り100m 

5 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日中富士山を眺めながら走る。総標高差
140 0ｍで充実のライド。初級ツアーもあり。

■集合　JR御殿場線御殿場駅9:00
■参加費用　6,800円

■開催日 一周→6/10(日)　初級→ 6/9(土) 7/22(日)

■走行距離　一周100km 初級40km

■標高差　一周1400m 

　初級200m

今井崎のさんご礁が生きる海岸

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　7/14(土)～16(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

羅臼岳のふもとで緑に包まれる

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  7:00
■解散　伊豆急河津駅 18:00  ■参加費用　6,800円
■開催日  5/26(土)  ■走行距離　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　18,000円(宿泊込) 1日ライドのみ6,800円
■開催日  10/6(土)�10/7(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 富士山ヒルクライム2200mUP
緑あふれる富士山スカイラインをクライムアッ
プ。駿河湾を一望できるルートからは、富士山
の原生林も楽しみながらライディングできる。

■集合　JR身延線富士宮駅9:00

■参加費用　6,800円

■開催日 7/21(土)

■走行距離　40km 

■標高差　上り2200m 

1 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 4/5(木) 5/10(木) 7/5(木) 10/11(木)　

　 11/8(木) 12/13(木)

■走行距離　15km 

■標高差　上り100m

 

2 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 5/27(日) 7/11(水) 9/15(土) 10/8(祝）

　10/24(水) 11/28(水)

■走行距離　25km

■標高差　上り100m

 

3 伊豆高原サイクリング
伊豆高原から城ヶ崎海岸までのサイクリング。
高原の湖の周りをライディングしてランチを楽
んだ後は、海を見ながらリラックスして走る。

■集合　JR伊東駅10:00

■参加費用　6,800円（レンタルバイク付）

■開催日 4/11(水) 6/7(木) 9/19(水) 11/21(水)

　12/22(土)

■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。

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。

アロハのツアーでは、伊勢えびや金目鯛、黒米など、
伊豆の名産品や地元の野菜を使った無添加の健
康食ランチをご提供しています。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ニュ
ーサマーオレンジを。そのほか、素材にこだわった
ヘルシーケーキや疲れも吹っ飛ぶ濃厚なブラウニ
ーなど、趣向を凝らしたおやつもご用意しています！

とってもフレンドリーなアロハのツ
アーガイド＆スタッフが、みなさん
が快適にライディングできるよう
にサポートします。バイクの調整や
水や行動食の補給など、何なりと！

ケン アイキヨシ

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。

沼津集合でアクセス
のいいツアー。天城山
の北側を流れ駿河湾
へ向かう狩野川は自
然が残されて美しい。
シーズンには鮎つり
のメッカとなり鮎料理
を味わうことができる。

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
コース。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！

ダイナミックな景色が
楽しめる富士山の西
側から新5合目までヒ
ルクライム。標高差
2200m のチャレンジ
ングなツアー。サポー
トカーが併走するの
で安心して走れる。

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。都合のいいほ
うを選べる。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。

一大温泉地伊東から
伊豆高原を目指して
ライディング。休火山
の大室山を横に海を
見下ろすコースは爽
快の一言。伊東の街
をゆっくり散策した後
は温泉が待っている。

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。
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ぜひ素材にこだわったアロハのラ
ンチは、自然の中で味

こだわ

密

に
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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

オーガニックランチ

コースレベルの見方 ロードライド ガイド

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。

軽食をご用意します。

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。

P

1

2
１3
１4
１5

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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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　■参加費用　6,800円　
■開催日 40km→4/7(土) 9/17(祝) 10/13(土) 12/1(土)　
60km→4/18(水) 10/14(日) 12/19(水)　80km→4/8(日)
6/13(水) 9/16(日) 12/2(日)
■標高差　上り400～1000m 

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　5/13(日) 11/11(日)  
■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　5/12(土) 11/10(土)
■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）

1 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修善寺までゆっくり
ライディング。ほぼ平坦な河川敷のコースなの
で初心者にぴったり。

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
を見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　11/2(金)～11/4(日)
■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 JR沼津駅10:00

■参加費用　6,800円        　　　　                     

■開催日 5/23(水) 10/3(水)

■走行距離　50km 

■標高差　上り100m 

5 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日中富士山を眺めながら走る。総標高差
140 0ｍで充実のライド。初級ツアーもあり。

■集合　JR御殿場線御殿場駅9:00
■参加費用　6,800円

■開催日 一周→6/10(日)　初級→ 6/9(土) 7/22(日)

■走行距離　一周100km 初級40km

■標高差　一周1400m 

　初級200m

今井崎のさんご礁が生きる海岸

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　7/14(土)～16(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

羅臼岳のふもとで緑に包まれる

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  7:00
■解散　伊豆急河津駅 18:00  ■参加費用　6,800円
■開催日  5/26(土)  ■走行距離　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　18,000円(宿泊込) 1日ライドのみ6,800円
■開催日  10/6(土)�10/7(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 富士山ヒルクライム2200mUP
緑あふれる富士山スカイラインをクライムアッ
プ。駿河湾を一望できるルートからは、富士山
の原生林も楽しみながらライディングできる。

■集合　JR身延線富士宮駅9:00

■参加費用　6,800円

■開催日 7/21(土)

■走行距離　40km 

■標高差　上り2200m 

1 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 4/5(木) 5/10(木) 7/5(木) 10/11(木)　

　 11/8(木) 12/13(木)

■走行距離　15km 

■標高差　上り100m

 

2 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 5/27(日) 7/11(水) 9/15(土) 10/8(祝）

　10/24(水) 11/28(水)

■走行距離　25km

■標高差　上り100m

 

3 伊豆高原サイクリング
伊豆高原から城ヶ崎海岸までのサイクリング。
高原の湖の周りをライディングしてランチを楽
んだ後は、海を見ながらリラックスして走る。

■集合　JR伊東駅10:00

■参加費用　6,800円（レンタルバイク付）

■開催日 4/11(水) 6/7(木) 9/19(水) 11/21(水)

　12/22(土)

■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。

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。

アロハのツアーでは、伊勢えびや金目鯛、黒米など、
伊豆の名産品や地元の野菜を使った無添加の健
康食ランチをご提供しています。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ニュ
ーサマーオレンジを。そのほか、素材にこだわった
ヘルシーケーキや疲れも吹っ飛ぶ濃厚なブラウニ
ーなど、趣向を凝らしたおやつもご用意しています！

とってもフレンドリーなアロハのツ
アーガイド＆スタッフが、みなさん
が快適にライディングできるよう
にサポートします。バイクの調整や
水や行動食の補給など、何なりと！

ケン アイキヨシ

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。

沼津集合でアクセス
のいいツアー。天城山
の北側を流れ駿河湾
へ向かう狩野川は自
然が残されて美しい。
シーズンには鮎つり
のメッカとなり鮎料理
を味わうことができる。

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
コース。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！
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楽しめる富士山の西
側から新5合目までヒ
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2200m のチャレンジ
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トカーが併走するの
で安心して走れる。

伊豆半島の始まり
沼津を出発、西伊豆
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伊豆最南端の石廊
崎を通り東伊豆の
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1日で走るチャレン
ジングなイベント。
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ングしやすい時期
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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。都合のいいほ
うを選べる。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。

一大温泉地伊東から
伊豆高原を目指して
ライディング。休火山
の大室山を横に海を
見下ろすコースは爽
快の一言。伊東の街
をゆっくり散策した後
は温泉が待っている。

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。
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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。

軽食をご用意します。
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温泉が近くにあります。
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トリップカレンダー2007

国内ツアー 海外ツアー

日程 レベルイベント
4/3(火) ３　キャットアイ・フルムーンライド
4/4(水) 1　タウンライド下田さくら満開ライド
4/5(木) 1　アロハサイクリング教室
4/7(土) 2　南伊豆の山桜サイクリング4 0ｋｍ
4/8 (日) 3　南伊豆の山桜サイクリング8 0ｋｍ
4/11(水) 1　伊豆高原サイクリング
4/12(木) 1　アロハMTB教室
4/14(土) 2　あさひダウン・トゥ・オーシャン初級
4/15 (日) 3　ダウン・トゥ・オーシャン中級
4/18(水) 3　南伊豆ロードライド6 0ｋｍ
4/19(木) 1　アロハ自転車メカニック教室

4/21(土)
～5/4(金) 2

　多国籍サイクリングツアー　
　京都～四国～広島1 4日間

5/5(土) 2　あさひディープバレー天城
5/6 (日) ３　ダウン・トゥ・オーシャン中級
5/9(水) 4　ウォーターフォレスト伊豆
5/10(木) 1　アロハサイクリング教室　
5/12(土) 4　西伊豆ロードライド10 0ｋｍ
5/13 (日) 3　あさひ西伊豆スカイラインロードライド
5/16(水) 1　タウンライド下田
5/17(木) 1　伊豆高原ＭＴＢライド
5/19(土) 2　あさひフジヤマトレイル新緑ライド初級
5/20 (日) 3　フジヤマトレイル新緑ライド中級
5/23(水) 2　狩野川～修善寺サイクリング5 0ｋｍ
5/24(木) 1　アロハ自転車メカニック教室
5/26(土) 5　あさひ伊豆センチュリーライド160km
5/27 (日) 1　南伊豆オーシャンライド
5/30(水) 3　南伊豆林道ライド
6/1(金) 3　キャットアイ・フルムーンライド
6/2(土) 2　ダウントゥオーシャン初級
6/3 (日) 3　南伊豆トレイルライド
6/6(水) 4　あさひ中伊豆トレイルライド
6/7(木) 1　あさひ伊豆高原サイクリング

6/9(土) 2　富士山サイクリング初級
6/10 (日) 4　富士山一周サイクリング
6/13(水) 3　南伊豆ロードライド80km
6/14(木) 1　アロハMTB教室
6/16(土) 5　あさひ伊豆MT B マラソン42km
6/17 (日) 1　伊豆高原ＭＴＢライド
6/20(水) 3　南伊豆林道ライド
6/21(木) 1　アロハ自転車メカニック教室

6/23(土) 
～6/30(土 ) 

　スリランカ、光輝く楽園ライド 
　世界遺産をめぐるサイクリング

7/4(水) 3　西伊豆トレイルライド
7/5(木) 1　アロハサイクリング教室
7/7(土) 3　キャットアイ七夕ナイトライド
7/8 (日) 3　あさひ南伊豆トレイルライド
7/11(水) 1　南伊豆オーシャンライド
7/12(木) 2　あさひディープバレー天城

7/14(土) 
～7/16(祝 ) 4　北海道知床ロードライド　 

　大自然の道東を走る3日間400km

7/19(木) 1　アロハ自転車メカニック教室
7/21(土) 4　富士山ヒルクライム220 0 ｍＵＰ
7/22 (日) 2　富士山サイクリング
8/2(木) 3　ハワイモロカイ島ロードライド
8/5 (日) 3　ハワイマウイ島ハナライド80km
8/8(水) 3　ハワイウェストマウイライド80km
8/11(土) 5　ハワイハレアカラヒルクライム

8/15(水) 
～8/20 (月) 2　ハワイマウイ島一周サイクリング

　コテージ泊で走る3日間

8/24(金) 
～8/28(火 ) 5　サイクル・トゥ・ザ・サン

　マウイ島ハレアカラ300 0 ｍヒルクライム

日程 レベルイベント

9/1(土)
～9/14(金) 2　多国籍サイクリングツアー　

　京都～四国～広島1 4日間

1　南伊豆オーシャンライド9/15(土)
3　あさひ南伊豆ロードライド80km9/16 (日)

2　南伊豆サイクリング40km9/17(祝)
1　伊豆高原サイクリング9/19(水)

9/22(土) 　キャットアイ・ムーンライトライド 3
9/23 (日) 3　あさひ南伊豆トレイルライド
9/24(祝) 1　伊豆高原ＭＴＢライド
9/27(木) 　アロハMTB教室 1
9/29(土) 4　中伊豆トレイルライド
9/30 (日) 2　あさひダウントゥオーシャン初級
10/3(水) 2　狩野川～修善寺サイクリング50km
10/4(木) 2　あさひディープバレー天城

5　ツール・ド・伊豆
　2日間で伊豆半島一周230km

10/6(土)
～10/7 (日)

10/8(祝) 1　南伊豆オーシャンライド
10/11(木) 1　アロハサイクリング教室　
10/13(土) 2　南伊豆サイクリング40km

3　南伊豆ロードライド60km10/14 (日)
10/17(水) 5　伊豆MT B マラソン42km
10/18(木) 1　アロハMTB教室
10/20(土) 2　あさひフジヤマトレイル紅葉ライド初級
10/21 (日) 3　フジヤマトレイル紅葉ライド中級
10/24(水) 1　南伊豆オーシャンライド
10/26(金) 　キャットアイ・フルムーンライド 3
10/27(土)
10/28 (日)

2　ダウン・トゥ・オーシャン初級
2　あさひディープバレー天城

10/31(水) ３　ダウン・トゥ・オーシャン中級

3　奄美大島一周サイクリング 
　3日間で美しい海岸線250k m ライド

11/2(金)
～11/4 (日)

11/7(水) 4　あさひウォーターフォレスト伊豆
11/8(木) 1　アロハサイクリング教室
11/10(土)
11/11 (日)

4　西伊豆ロードライド100km
3　西伊豆スカイラインロードライド

５　コスタリカ　アドベンチャーレース 
　LA RUTA参 加ツアー7泊 8日

11/12 (月)
～11/19 (月)

2

11/21(水) 1　伊豆高原サイクリング
11/23(祝) 2　あさひディープバレー天城紅葉ライド
11/24(土) 　キャットアイ・フルムーンライド 3
11/25 (日) 3　南伊豆の紅葉トレイルライド
11/28(水) 1　南伊豆オーシャンライド
11/29(木) 1　アロハMTB教室
12/1(土) 2　南伊豆サイクリング40km
12/2 (日) 3　南伊豆ロードライド80km
12/5(水) 5　伊豆MT B マラソン42km
12/6(木) 1　伊豆高原ＭＴＢライド
12/8(土)
12/9 (日)

2　あさひダウン・トゥ・オーシャン初級
３　ダウン・トゥ・オーシャン中級

12/12(水)
12/13(木)

3　南伊豆林道ライド
1　アロハサイクリング教室　

12/15(土)
12/16 (日)

　ディープバレー天城紅葉ライド
1　タウンライド下田アロエ満開ライド
2

12/19(水)
12/20(木)

3　南伊豆ロードライド60km
1　アロハMTB教室

12/22(土)
12/23 (日)
12/24(祝)

1　伊豆高原サイクリング
4　中伊豆トレイルライド
3　南伊豆林道ライド

12/29(土)
12/30 (日)

3　南伊豆トレイルライド秘湯つき
1　タウンライド下田すいせん満開ライド

12/27(木) 3　西伊豆トレイルライド

　ニュージーランド・トレイルライド
　MTBの聖 地ロトルアを遊ぶ5日間

1/12(土)
～1/19(土 )

　ニュージーランド・サイクリング
　美しい北島の山間部を走る5日間

1/20 (日)
～1/27 (日)

4　タラナキ・サイクルチャレンジ 
　ニュージーランド北島の150k m ライド 1/26(土)

　南台湾ロードライド 
　3日間で340k m とおいしい台湾料理 

2/8(金)
～2/12(火 )

日程 レベルイベント 日程 レベルイベント

2008年

初心者でも楽しめます
アドベンチャーライド ロードライド

MT B ライド
ワールドトリップ
ナイトライド

TEL/FAX 0558-22-1516
www.alohabike.com
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　
※MT B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２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

イベント当日を楽しみにお待ちください。

＜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。
●ご入金後からツアー5日前まで・・・ツアー代金の20％　
●ツアー4日前からツアー前日まで・・・・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。



トリップカレンダー2007

国内ツアー 海外ツアー

日程 レベルイベント
4/3(火) ３　キャットアイ・フルムーンライド
4/4(水) 1　タウンライド下田さくら満開ライド
4/5(木) 1　アロハサイクリング教室
4/7(土) 2　南伊豆の山桜サイクリング4 0ｋｍ
4/8 (日) 3　南伊豆の山桜サイクリング8 0ｋｍ
4/11(水) 1　伊豆高原サイクリング
4/12(木) 1　アロハMTB教室
4/14(土) 2　あさひダウン・トゥ・オーシャン初級
4/15 (日) 3　ダウン・トゥ・オーシャン中級
4/18(水) 3　南伊豆ロードライド6 0ｋｍ
4/19(木) 1　アロハ自転車メカニック教室

4/21(土)
～5/4(金) 2

　多国籍サイクリングツアー　
　京都～四国～広島1 4日間

5/5(土) 2　あさひディープバレー天城
5/6 (日) ３　ダウン・トゥ・オーシャン中級
5/9(水) 4　ウォーターフォレスト伊豆
5/10(木) 1　アロハサイクリング教室　
5/12(土) 4　西伊豆ロードライド10 0ｋｍ
5/13 (日) 3　あさひ西伊豆スカイラインロードライド
5/16(水) 1　タウンライド下田
5/17(木) 1　伊豆高原ＭＴＢライド
5/19(土) 2　あさひフジヤマトレイル新緑ライド初級
5/20 (日) 3　フジヤマトレイル新緑ライド中級
5/23(水) 2　狩野川～修善寺サイクリング5 0ｋｍ
5/24(木) 1　アロハ自転車メカニック教室
5/26(土) 5　あさひ伊豆センチュリーライド160km
5/27 (日) 1　南伊豆オーシャンライド
5/30(水) 3　南伊豆林道ライド
6/1(金) 3　キャットアイ・フルムーンライド
6/2(土) 2　ダウントゥオーシャン初級
6/3 (日) 3　南伊豆トレイルライド
6/6(水) 4　あさひ中伊豆トレイルライド
6/7(木) 1　あさひ伊豆高原サイクリング

6/9(土) 2　富士山サイクリング初級
6/10 (日) 4　富士山一周サイクリング
6/13(水) 3　南伊豆ロードライド80km
6/14(木) 1　アロハMTB教室
6/16(土) 5　あさひ伊豆MT B マラソン42km
6/17 (日) 1　伊豆高原ＭＴＢライド
6/20(水) 3　南伊豆林道ライド
6/21(木) 1　アロハ自転車メカニック教室

6/23(土) 
～6/30(土 ) 

　スリランカ、光輝く楽園ライド 
　世界遺産をめぐるサイクリング

7/4(水) 3　西伊豆トレイルライド
7/5(木) 1　アロハサイクリング教室
7/7(土) 3　キャットアイ七夕ナイトライド
7/8 (日) 3　あさひ南伊豆トレイルライド
7/11(水) 1　南伊豆オーシャンライド
7/12(木) 2　あさひディープバレー天城

7/14(土) 
～7/16(祝 ) 4　北海道知床ロードライド　 

　大自然の道東を走る3日間400km

7/19(木) 1　アロハ自転車メカニック教室
7/21(土) 4　富士山ヒルクライム220 0 ｍＵＰ
7/22 (日) 2　富士山サイクリング
8/2(木) 3　ハワイモロカイ島ロードライド
8/5 (日) 3　ハワイマウイ島ハナライド80km
8/8(水) 3　ハワイウェストマウイライド80km
8/11(土) 5　ハワイハレアカラヒルクライム

8/15(水) 
～8/20 (月) 2　ハワイマウイ島一周サイクリング

　コテージ泊で走る3日間

8/24(金) 
～8/28(火 ) 5　サイクル・トゥ・ザ・サン

　マウイ島ハレアカラ300 0 ｍヒルクライム

日程 レベルイベント

9/1(土)
～9/14(金) 2　多国籍サイクリングツアー　

　京都～四国～広島1 4日間

1　南伊豆オーシャンライド9/15(土)
3　あさひ南伊豆ロードライド80km9/16 (日)

2　南伊豆サイクリング40km9/17(祝)
1　伊豆高原サイクリング9/19(水)

9/22(土) 　キャットアイ・ムーンライトライド 3
9/23 (日) 3　あさひ南伊豆トレイルライド
9/24(祝) 1　伊豆高原ＭＴＢライド
9/27(木) 　アロハMTB教室 1
9/29(土) 4　中伊豆トレイルライド
9/30 (日) 2　あさひダウントゥオーシャン初級
10/3(水) 2　狩野川～修善寺サイクリング50km
10/4(木) 2　あさひディープバレー天城

5　ツール・ド・伊豆
　2日間で伊豆半島一周230km

10/6(土)
～10/7 (日)

10/8(祝) 1　南伊豆オーシャンライド
10/11(木) 1　アロハサイクリング教室　
10/13(土) 2　南伊豆サイクリング40km

3　南伊豆ロードライド60km10/14 (日)
10/17(水) 5　伊豆MT B マラソン42km
10/18(木) 1　アロハMTB教室
10/20(土) 2　あさひフジヤマトレイル紅葉ライド初級
10/21 (日) 3　フジヤマトレイル紅葉ライド中級
10/24(水) 1　南伊豆オーシャンライド
10/26(金) 　キャットアイ・フルムーンライド 3
10/27(土)
10/28 (日)

2　ダウン・トゥ・オーシャン初級
2　あさひディープバレー天城

10/31(水) ３　ダウン・トゥ・オーシャン中級

3　奄美大島一周サイクリング 
　3日間で美しい海岸線250k m ライド

11/2(金)
～11/4 (日)

11/7(水) 4　あさひウォーターフォレスト伊豆
11/8(木) 1　アロハサイクリング教室
11/10(土)
11/11 (日)

4　西伊豆ロードライド100km
3　西伊豆スカイラインロードライド

５　コスタリカ　アドベンチャーレース 
　LA RUTA参 加ツアー7泊 8日

11/12 (月)
～11/19 (月)

2

11/21(水) 1　伊豆高原サイクリング
11/23(祝) 2　あさひディープバレー天城紅葉ライド
11/24(土) 　キャットアイ・フルムーンライド 3
11/25 (日) 3　南伊豆の紅葉トレイルライド
11/28(水) 1　南伊豆オーシャンライド
11/29(木) 1　アロハMTB教室
12/1(土) 2　南伊豆サイクリング40km
12/2 (日) 3　南伊豆ロードライド80km
12/5(水) 5　伊豆MT B マラソン42km
12/6(木) 1　伊豆高原ＭＴＢライド
12/8(土)
12/9 (日)

2　あさひダウン・トゥ・オーシャン初級
３　ダウン・トゥ・オーシャン中級

12/12(水)
12/13(木)

3　南伊豆林道ライド
1　アロハサイクリング教室　

12/15(土)
12/16 (日)

　ディープバレー天城紅葉ライド
1　タウンライド下田アロエ満開ライド
2

12/19(水)
12/20(木)

3　南伊豆ロードライド60km
1　アロハMTB教室

12/22(土)
12/23 (日)
12/24(祝)

1　伊豆高原サイクリング
4　中伊豆トレイルライド
3　南伊豆林道ライド

12/29(土)
12/30 (日)

3　南伊豆トレイルライド秘湯つき
1　タウンライド下田すいせん満開ライド

12/27(木) 3　西伊豆トレイルライド

　ニュージーランド・トレイルライド
　MTBの聖 地ロトルアを遊ぶ5日間

1/12(土)
～1/19(土 )

　ニュージーランド・サイクリング
　美しい北島の山間部を走る5日間

1/20 (日)
～1/27 (日)

4　タラナキ・サイクルチャレンジ 
　ニュージーランド北島の150k m ライド 1/26(土)

　南台湾ロードライド 
　3日間で340k m とおいしい台湾料理 

2/8(金)
～2/12(火 )

日程 レベルイベント 日程 レベルイベント

2008年

初心者でも楽しめます
アドベンチャーライド ロードライド

MT B ライド
ワールドトリップ
ナイトライド

TEL/FAX 0558-22-1516
www.alohabike.com
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　
※MT B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２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

イベント当日を楽しみにお待ちください。

＜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。
●ご入金後からツアー5日前まで・・・ツアー代金の20％　
●ツアー4日前からツアー前日まで・・・・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。



アロハバイクトリップ　〒415-0014 静岡県下田市須崎55-1-2  TEL/FAX 0558-22-1516


