富士山エリア多数開催！
！
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自然の中を走りましょう
四国高知、仁淀川にかかる沈下橋。初夏の緑に包まれながら、四万
十川の源流域まで川をさかのぼっていく。

（左）
マウンテンバイクでトレイルを走って
出会う富士山の景色は格別。
（中）北海道の夏はじゃがいもの花の季
節。延々と続く畑の中の道を走る。
（右）満月の夜はナイトライドが楽しい。森
に差し込む月の光がトレイルを照らす。

自転車で出掛けませんか？
自転車は、
シンプルで効率的な移動手段。そのうえ、家

大自然を体感しに、私たちと一緒に自転車で出掛けて

から出ればすぐにアウトドアスポーツを楽しめる、素晴ら

みませんか？ 上り坂が好きなアスリート系の人も下り

しい遊び道具だと思いませんか？ ペダルをこぐだけで

坂が好きなエクストリーム系の人も、山の澄んだ空気

ワクワクしたり、全身で新鮮な空気を味わったり、素朴な

が好きな人も潮の香りが好きな人も、
「自転車」でつな

匂いを感じたり…。多くの人が乗ることができて、
こう

がって、みんなで一緒に楽しみましょう。アロハバイクト

いった感覚を誰もが手軽に味わえるものはなかなかあ

リップには、
自然大好きな仲間が集まっています。

りません。身近にある美しい風景を再発見しに、雄大な
阿蘇やまなみハイウェイ。いくつものアップダウンを繰り返すと、
今でも噴煙を上げ続けるくじゅう連山が目の前に。

自転車ならアウトドアがもっと楽しい
外あそびのツールとして大活躍する自転車。フル活用して
アウトドアをたっぷり楽しみましょう。

自転車＆キャンプが楽しい
サイクリングを1 日楽しんだ後、夜もキャンプでアウトドアを満喫するのはいかがでしょうか？ テントやター
プを設営するのも楽しみのひとつ。週末の基地を作る感覚は、子供に戻ったようでワクワクします。そしてキ
ャンプといえばやっぱりアウトドア料理。サイクリング中に見つけた地元の野菜や、おいしいパンを持ち寄っ
て、みんなで料理がはじまります。アウトドアの定番のカレー、北海道ならジンギスカン、伊豆なら海鮮BB Q
など、
メニューを考えただけでも楽しくなりますね。サイクリングでペコペコのお腹に、星空の下いただく夕
北海道サイクル＆キャンプ

食。これ以上のご馳走はないでしょう。仲間との自転車トークとともに更けていく夜は、
きっといい思い出に

千歳空港発着で楽しむ、2 泊

なります。そして、
さらに贅沢な気分を味わえるのが朝です。テントからでればば、すぐに森の香りや海の風

3 日の北海道サイクリング。
広々として道路と、清潔でよ

を感じることができます。朝日を浴びながらゆっくり飲むコーヒーも格別です。走って、食べて、おしゃべりし

く整備されたキャンプ場は

て寝る。すべてがアウトドアな週末、
自転車ならきっと楽しいはずです。

サイクリングやキャンプ初心
者にも快適。

アウトドア天国、
富士山を走ろう
東京から富士山のふもとの河口湖までは、車・電車で2時 間ほど。とても身近に大自然を味わえ
るエリアです。今年からアロハバイクは河口湖ベースをオープンし、常時ツアーを開催できるよ
うになりました。富士山エリアを知り尽くしたガイドが、富士山周辺の隠れたトレイルや田舎道は

サイクリング・ジャパン

もちろん、おいしい地元のレストランやカフェ等もご案内します。河口湖、西湖を走る初心者向

日本のサイクリングを海外からの参

けのサイクリングから、富士山の絶景を楽しめる経験者向けMT Bトレイルライドまで、
さまざま

加者に楽しんでもらう、
アロハバイク

なタイプのツアーをご用意しています。ご家族で富士山にキャンプに出かけ、1 日サイクリング

発信の企画。ツアー情報は英語でホ

富士山エリアガイド ミット

ームページに掲載。

をしてみよう、
カップルでレンタサイクルして自分たちのペースで楽しもう、いつものMTB仲 間

http://www.cyclingjapan.jp

と極上の富士山トレイルを楽しもうなど、楽しみ方はいろいろ。ぜひ自転車の上から、富士山の
大自然を体験してください。
アロハレンタサイクル河口湖
富士山のふもと河口湖エリアに、アロハのレンタル
ベースがオープンしました。手ぶらで出かけても、本
格的なサイクリングが楽しめます。1 日3000円

、詳

細は アロハ 富士山レンタサイクル で検索を。

日本の魅力を再発見
身近にありすぎると当たり前になって、見過ごしてしまうのが自然の美しさです。
世界中に大自然の絶景は数多くありますが、
日本にももちろんすばらしい自然が
溢れています。国立公園内では保護された貴重な自然の姿を楽しむことができる
し、里山の古道や棚田など、人々の暮らしに溶け込んだ自然の風景も、
日本の大き
な宝物です。夏のサイクリングで暑くなったら、近くを流れる川に入ってクールダ
ウンしたり、マウンテンバイクで走る山道で、湧き水を見つけて飲んだり、水が豊
富な国には、
自分の肌で感じることができる自然があります。そしてなんといって
も、あちこちに湧く温泉。サイクリストにとって、
これほど嬉しいことはありません。
1 日走った後に露天風呂でリラックスできる贅沢は、
日本のサイクリングをより一
層素晴らしいものにしてくれます。海外からのサイクリストと一緒に日本を走る
と、普段は気付かない、
日本の自然の美しさに一緒に感動することができるはず。
さあ、
自転車に乗って、
日本再発見の旅に出掛けましょう。

国内トリップ

※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

利尻・礼文島
夏は最北の島へ

都会を離れて静かな田舎でサイクリング。その土地の食

本州が梅雨や夏の暑さでバテ気味な時期でも、北海道はベストシーズン。爽や

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

かな気候のサイクリングパラダイスです。稚内空港に到着したらすぐ、
日本最北

つきません。少し長めに週末の休みをとって、遠くへ出か

端の宗谷岬を目指してサイクリングをスタートします。利尻島では、美しい利尻

けるのはいかがでしょう？

富士を望みながら島を一周。サイクリングロードが整備されていて、60k m ほど
の一周道路は自転車のスピードがぴったりです。また、島では海の幸も忘れては
なりません。特にとれたてのウニは格別の美味しさです。夜はキャンプ場で、星

富士山

空の下の涼しい夜を楽しみましょう。2 日目は、
フェリーで礼文島に渡り、サイク
リング＆ハイキング。少し歩くだけで絶景の連続を楽しめる礼文島は、ハイキン

日本一の山で遊ぼう

グもとてもおすすめ。さあ、今年の夏は、ぜひ最北の島々へ向かいましょう！

利尻・礼文サイクル＆キャンプ ３days

上/利尻富士に向かうサイク
リングロード

日程

場所

1日目

稚内

2日目

32泊
日参考プラン

手ぶらで北海道サイク

宗谷岬サイクリング50k m 〜キャンプ場着

リングを楽しめる嬉しい

利尻島 利尻島サイクリング60k m 〜キャンプ場着
温泉＆BB Q スタート 星空ウォッチング

3日目

礼文島 礼文島サイクル＆ハイク20km
稚内市内解散

左/利尻・礼文の夏は花の季
節。短い夏を楽しみましょう。
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
を作るのもいいですね。

レンタルバイクもあり、

稚内空港集合

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BB Q

集合 稚内空港
しましょう。
開催日 6 月〜8 月 HP参照
走行距離 １日目50km 、
２日目60km 、3 日目20km
標高差 3 日間で上り600m
参考料金 40,000 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。
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左/キャンプ場から出発。
上/テントを設営すればそ

青森

こが週末の家。右/近くで
見る富士山は迫力。中央/
ハーブティで一服。

東北の豊かな自然を体感

せっかくの週末は、気持ちのいい場所でバイクライ

森の中を走るMT Bトレイルまで様々。間近にそびえ

キャンプツアーでは、
富士山の眺望が素晴らしい、朝

ドを楽しみたいですね。美しい富士山と湖、そして湧

る日本一の山を見ながら、その広大なすそ野を走れ

霧高原でキャンプします。西日を浴びて赤く染まる

き水が流れる滝や、原生林が残る富士山エリアは、

ば、
ゆったりとした大らかな気持ちになり、
リフレッシ

富士山を見るにも、富士山から昇る朝日を浴びるに

週末トリップに最適の場所。富士山のふもと河口湖

ュできるはず。そんな富士山では、一泊して2 日間た

も絶好の場所です。2 日間で富士山を一周し、夜も

までは、東京都内から電車・車ともに2時 間ほど。気

っぷりこのエリアを楽しむのがおすすめ。富士山の

キャンプのアウトドア欲張りプラン。きっと充実した

軽に大自然を楽しむことができます。フィールドは初

大きなパワーをより感じることができるはずです。

週末になるでしょう。

心者も楽しめる湖畔のサイクリングから、経験者向

さらにアクティブに楽しむなら、夜もキャンプでアウ

きで、
アップダウンが続く富士山一周サイクリング、

トドアを満喫しましょう。富士山一周サイクリング＆

新企画の青森サイクリング。新幹線の開通で、東京〜青森間は3.5時 間ととて
も近くなりました。八甲田山のふもとの宿泊施設で前日夜集合、地元の料理の
前夜祭からスタートです。サイクリングは、青森の自然が多く残されたエリアを
走ります。
１日目は美しい湖、渓流、
ブナの林など、気持ちのいい景色が続くルー
トを楽しみます。夏でも涼しく、サイクリングには最適な気候。暑くて走るペース
が落ちる夏に、
ロングライドを楽しむには最適の場所です。
２日目は陸奥湾を目
指して山を下っていきます。ホタテの養殖がさかんな陸奥湾では、旬を迎えた新
鮮なホタテを味わうことができます。本州最北端の地で、
たっぷり走って、
たっぷ
り食べて、夏のサイクリングを楽しみましょう！

富士山一周サイクリング＆キャンプ ２ｄays
日程
1日目

場所

1泊 2 日参考プラン

御殿場 ９
：
００ 御殿場駅集合 スタート
※東京都内より約2時 間（電車・車）
１６
：
００ 朝霧高原キャンプ場到着
１８
：
００ BB Q＆ 星空ウォッチング

2日目

河津

８
：
００ 朝霧高原スタート
１０
：
００ 田貫湖サイクリング
１７
：
００ 御殿場駅ゴール

キャンプの楽しみは何と
地元の食材を使ってみん
なで料理。星空の下でい
ただきましょう。

富士山をキャンプしな

右上/さわやかなアウ
トドアの朝食 右下/
富士山の湧き水があ
ふれる滝。

集合 御殿場駅９:00
開催日 ４月〜６月、
９月〜1 1 月
走行距離 １日目65km 、
２日目55km
標高差 ２日間で上り1700m
参考料金 15,600 円（ガイド料のみ）

日程

がら2 日間で一周する。
65km

上り標 高 差

1000m

、2 日目は田貫

湖畔を走って55km

上/奥入瀬渓流に癒される。

上

下/八甲田山のブナ林

り標高差700m。
周囲の緑と湖面の青
が美しい十和田湖。

１
3 P

夏はウニとホタテが旬。その他、
北の魚介類はぜひ味わいたい。

場所

１泊２日参考プラン

１日目

八甲田 八甲田山の宿泊施設にて集合
山
前夜祭

2日目

八甲田 八甲田山〜十和田湖〜奥入瀬渓谷１２０km
山
八甲田山の宿泊施設

1 日目は朝霧高原まで

サイクリングの心地いい疲れと共に帰路へ〜

いっても夜のクッキング。

青森・八甲田山〜十和田湖サイクリング ３days

3日目

青森

八甲田山〜陸奥湾海岸線ライド１２０km
夕方青森駅解散

残された自然と、温泉が
すばらしい青森エリア。
十和田湖から奥入瀬渓
谷の景色はサイクリン
グでぜひ味わいたい。も
ちろん青森の海鮮料理
も楽しみのひとつ。

集合 八甲田山宿泊施設
開催日 6 月〜8 月 HP参照
走行距離 ２日目120km 、3 日目120km
標高差 ２日間で上り2 ０００m
参考料金 35,000 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。

１
4

海外トリップ

※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

すでに、日本のさまざまな場所でサイクリングを楽しんで

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

いるあなた、
海外サイクリングはいかがですか？ 異国の自

World trip

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

然の中を走るワクワク感、景色や色彩など、
とりまく空気

の麓に涼しい高原が広がっていることを知っていますか？ そう、そこはシング

感すべてが新鮮な環境に、
きっと胸が高鳴るでしょう。

ルトラックと呼ばれる、細い山道がはりめぐらされたMT B 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

Maui, Hawaii

ュジュースやフルーツ、温泉やエステ、
バリ料理はいかがですか？ バリ島は、
ラ

ハワイの空気、
バイクに乗って味わおう

イディング後の楽しみもたっぷりです。

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

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にもバ
リ島はおすすめ！ 高原の宿泊には温泉もあり。
日程
１日目
２日目
３日目
４日目

熱帯のフルーツは濃厚

標高1200m

な味。

には温泉がわいている。

のバツール湖畔
やしの木の下のトレ
イルをライディング。

«ˇ«˚“ “˙“˛ ‡

場所

54泊
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
ウブド バツール湖〜トラガワジャ川３０km ＋ラフティング

開催日 ２０１2 年９/5(水 )〜９/8(土)
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。
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ハワイでサイクリングを楽しむなら、
オアフ島から飛
行機で40分 、ちょっと足を伸ばしてマウイ島を訪れ

台湾

てみませんか？ 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。静かな

走って食べて、
サイクリングの島

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、ぜひ一緒に楽しみましょ

台湾はサイクリングが盛んでバイクフレンドリーな島。ライディングが楽しいこ

う。ハワイアンの聖地・標高３０００m のハレアカラ山

とはもちろんなのですが、なんといっても、台湾料理のおいしさが、
トリップをさ

«¢«ˆ« «º«—«˚«˚“ˇ

のふもとに広がる高原には、
１年中爽やかな風が吹

ø¡

らに素晴らしいものにしてくれます。日本人好みの味付けな上に、
レストランで

いていて、気温は真夏でも２０〜２５℃。快適にライ

食べてもとてもリーズナブル。さらに町中には屋台が軒を連ね、
とても活気があ

ディングできるので、
常夏のハワイのイメージが変わ
地方の小さなお寺を訪問。

るかもしれません。サイクリングの後に、疲れた体を

ります。ライディング後にお腹をすかせて屋台めぐりをするのが台湾ライドの醍
醐味です。ライディングは、
サイクリングハイウェイかと見紛うほどの走りやすい

ビーチに寝転んで癒していると、
パラダイスって本当

道をクルージング。海と山を望みながら、台湾の自然を満喫できます。
２日間で

にあるんだなぁと、心から思えてくるはずです。

３００ｋｍのライディング。ゴールとなる最南端のビーチの美しさは感動もので
«fl«Ø˝ Œ«“ˇœ›“

«ƒ«§«„«¨« «ƒ«⁄“˛œ› ˝ ˚

マウイ島一周サイクリング

‚ø»“ “„

す。現地ガイドとともに、
台湾の自然、食文化、歴史をより深く楽しみましょう。

サイクル・トゥ・ザ・サン

ゴールは台湾最南端エリア。
ビーチが美しい

南台湾ロードライド

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0 m のビーチから、標高3 0 0 0 m のハレアカラ山頂

を企画。走行距離６０km も、
マウイの気候と景色のすば

上まで上る究極のヒルクライムイベント。眼下には緑あ

らしさであっという間に感じるはず。アフターライドもビ

ふれるマウイの大地と、光り輝く青い海が広がる絶景コ

ーチと亜熱帯の植生を、サイクリングをしながら楽しむ

ーチ、
ディナーとハワイを満喫。

ースをひた走る。充実度マックスのライディング。

ことができる。

日程
１日目
２日目
３日目

場所

54泊
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

43泊
日参考プラン

日程

場所

１日目

台北

台北駅集合

コース下見。
クラ高原ライド。

２日目

台東

海岸線ライド。12 0〜 18 0ｋｍ標高差100 0ｍ 。

カフルイ マウイ島到着、
イアオ渓谷ライド。

43泊
日参考プラン
電車にて花蓮へ

ハナ

カフルイ〜ハナ６０km 。ハナにてコテージ宿泊。

２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。

３日目

恒春

台湾最南端へ。12 0ｋｍ標高差100 0ｍ 。

４日目

カフルイ 朝食後解散。空港送迎あり。

４日目

台北

送迎バスで台北へ。

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 ２０12年8/20 (月)〜８/24(金)
参考料金 １0 ０，
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

交通量も少なくとても走りやすい東海岸をメインにラ
イディング。ルート上には自然が残っており、美しいビ

開催日 ２０12年8 /１6(木 )〜８/19 (日)
参考料金 8 ０，
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。

左/亜熱帯のフルーツ

１
5

を楽しむ。 右 / 台 湾
原住民族の、山菜を炒
めた料理。

開催日 H P 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。

１
4 １
5

サイクリング

ツアーのオススメポイント
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
楽しい！まずは30k m からスタート、
慣れれば1 日160km

Cycling

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

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。

富士五湖サイクリング5 0 〜８０km

富士山サイクリング３０km

黒潮がダイレクトにぶつかる温暖な伊豆最南

富士山周辺をのんびりサイクリングする、初

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

心者におすすめのツアー。河口湖、西湖を走

栖湖は、それぞれに富士山の景色

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

る平坦なルートを設定。初めての方でも無理

を楽しめる場所。あなたの体力に

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

なく挑戦でき、静かな湖畔沿いや樹海のそば

あわせて湖をピックアップし、おす

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、

など、豊かな自然の中のサイクリングを楽し

すめルートをアレンジ。平坦な湖

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

むことができる。湖面に映る富士山はとても

畔の道路、湖をつなぐ峠、樹海の

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。

美しくペダリングの足も軽くなる。

中を走る道など、変化に富んだ景

集合 伊豆急下田駅 10:00
開催日 3 月〜6 月、9 月〜1 2 月随時
走行距離 40km 60km 80km
標高差 上り30 0〜 1000m
参加費用 6,800円

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 9,800 円（レンタル込み）

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〜1 2 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〜1 2 月随時
走行距離 50km
標高差 上り100m
参加費用 6,800円

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
る集中力が必要。走行距離150k m 〜、
上り標高差1500 m 〜。

初心者、
ファミリー向けツアー。

1 2 P

P

※レンタルなしは参加費用7,500円

1 P

山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本

色を楽しむことができる。春、夏、
秋と季節ごとの変化も楽しい。

集合 富士急河口湖駅 9:00
開催日 ４月〜１１月随時
走行距離 5 0〜 80km
標高差 上り30 0〜 800m
参加費用 9,800 円（レンタル込み）

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。

※レンタルなしは参加費用
7,500円

2 １
3 P

ツアー参加は手ぶらでもOK!

レンタルバイク

アロハバイクのツアーはレンタルが充実しています。
バイクはツアーごとに毎回整備しています。

ジャケットのレンタルも
あり。50 0 円
ヘルメット、
グループは
レンタルバイクとセット

駐車場あります。

ロードバイク￥4,000

フラットバーロード￥3,000

富士山サイクル＆キャンプ初級 ２days

富士山一周サイクリング120km

伊豆センチュリーライド160km

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。

能登半島サイクリング30 0 ｋｍ 4days

三島をスタート、河津をゴールと

富士山の周りをぐるっと一周する12 0ｋｍの

富士山の眺望が美しい本栖湖畔

海外からのサイクリストと走るサイクリング

する伊豆半島満喫コース。起伏に

ライディングで、総標高差も14 0 0 ｍと走り

でキャンプをする、2 日間のサイ

ジャパンツアー。本州日本海側の美しい自然
を凝縮した能登半島は、サイクリングに最適。

富んだ海岸線ライドとなりアップ

ごたえあり。1 日中、360 °
全ての方向から富

クリング。初心者でも無理なく走

ダウンが全コースに続く充実のラ

士山を眺め、走ることができる。朝霧高原か

れるコースを設定しているので、

海岸線300k m をゆっくり4 日間で走りなが

イディングとなります。走行距離

ら白糸の滝までは、交通量も少なく自然を満

キャンプも余裕を持って楽しめる。

ら、サイクリングだけでなく、能登紬工房見学、

喫。時にはペダルを休めて、雄大な富士山を

地元の食材を使ったキャンプ料理

輪島塗工房見学など、外国人と一緒に日本文

ゆっくり楽しもう。湧き水もおいしい。

が走った後の楽しみ。富士山の近

化を体験できるところも魅力といえる。

160km

、上り総標高差2500

m

と自分の限界にチャレンジするい
い機会。走行後の満足感はほか
では味わえないものとなるでしょ
う。富士山一周ツアー5 /3 と組み

河津駅解散

ガイド付きで楽しい

南伊豆のビーチからスタートして

加にも最適。もちろんゴール近く

集合 三島駅集合 8:00
開催日 5/4(祝)
走行距離 １６０ｋｍ
標高差 上り2500m
参加費用 6,800円

フリーライディング

合わせもできる。

１
5 P

集合 JR御殿場線御殿場駅 9:00
開催日 5/ 3（祝） 9 /２3 (日)
走行距離 100km
標高差 上り1400m
参加費用 6,800円

１
4 P

くで2 日間過ごせば、心も体も元
気いっぱいになるはず。

集合 富士急河口湖駅 10:00
開催日 ４月〜１１月随時
走行距離 1 日目25km
2 日目40km
標高差 上り1 日目200m
2 日目200m
参加費用 15,600 円（ガイド料のみ）

2 P

集合 金沢駅
開催日 ５/2 1（月）
〜2 4（金）
走行距離 300k m（4 日間）
標高差 上り800 m（4 日間）
参加費用 お問い合わせください

１
3

マウンテンバイク

ツアーのオススメポイント
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！

南伊豆トレイルライド
伊豆MTB サイクリング

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・ダウン・トゥ・レイク

伊豆に来たら美しい海岸線を楽

天城山の澄んだ水流で深く刻まれた谷をラ

富士山周辺の森を走るM T B ライ

富士山を見ながら走る下りが楽しいトレイル。

イドするコース。原生林の中を流れる渓流に

ド。溶岩と苔むした木々が作る森

急な上りをクリアすれば富士山、湖と景色が

らしい海沿いの道、森の中のライ

沿ってダウンヒルし、林道から森の中の山道、

は富士山独特の風景。展望台から

素晴らしい展望台だ。そこから湖までつなが

ディングを楽しめる。午前中は舗

滝巡りウォーキング、田舎道のサイクリング

は素晴らしい富士山と、すそ野に

る尾根のシングルトラックは極上のダウンヒ

装道を中心に、下田周辺を走って

と、次々と景色が変わっていく。天城トンネル

広がる樹海を見渡すことができる。

ルが楽しめる。岩場、木の根セクションもあっ

MT Bに 慣れる。午後からは海岸

や河津七滝、
伊豆の踊子ゆかりの温泉地など、

アップダウンを繰り返す尾根、溶

て、危険を回避できる判断力が必要。日本の

のトレイルに挑戦。絶景ポイント

伊豆の名所もルート上にあり。

岩の上のテクニカルセクションな

マウンテンバイカーならぜひ走ってほしい。

集合 伊豆急河津駅 10:00
開催日 3 月〜6 月、9 月〜1 2 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 P

ダウン
南伊豆トレイルライド
・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。太陽と空と海を感じる
トレイルは、他ではなかかな味わ
えない、一度は走ってほしいコー
ス。海までの里山パートは、林の
中 のシングルトラックが楽しい 。
初級からステップアップの初中級
コースあり。

フジヤマMTB

アロハのMT B 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！

しみたい。MT B なら景色のすば

めての方、
ファミリーに最適。

集合 伊豆急河津駅 10:00
開催日 3 月〜6 月、9 月〜1 2 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

ガイド付きで安心

フジヤマトレイル・フォレストライド

ディープバレー天城

でのティータイムもうれしい。初

集合 伊豆急下田駅 10:00
開催日 3 月〜6 月、9 月〜1 2 月随時
走行距離 15km
標高差 上り100m
参加費用 6,800円

初心者大歓迎

１
3 P

サイクリング

2 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MT B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。

P

初心者、
ファミリー向きツアー。

ど、あなたの体力、技術が試され

集合 富士急河口湖駅 9:00
開催日 4 月〜1 1 月随時
走行距離 20km
標高差 上り500m
下り100 0 ｍ
参加費用 9,800 円（レンタル込み）

る。
トレイルライド経験者向け。

集合 富士急河口湖駅 10:00
開催日 4 月〜1 1 月随時
走行距離 20km
標高差 上り200m 下り400m
参加費用 9,800 円（レンタル込み）

※レンタルなしは参加費用
7,500円

※レンタルなしは参加費用7,500円

１
3 P

ツアー参加は手ぶらでもOK!

レンタルバイク

アロハバイクのツアーはレンタルが充実しています。
バイクはツアーごとに毎回整備しています。

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
50 0 円

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。

フジヤマトレイル・高原ライド

4 P

フルサスバイク￥4,000

ハードテイルバイク￥3,000

キャットアイ・ナイトライド

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

富 士 山 周 辺 の サ イクリングやトレイ ルを

富士山の眺望がすばらしい、さわ

静まりかえった漆黒の闇のトレイルで、神経

山頂から溶岩の黒い世界に包ま

MT B で楽しむツアー。平坦な湖畔の道、湖ま

やかな高原を走る。牧場の脇を走

を研ぎ澄ませてアドベンチャーライドしよう。

れて、
まるで別の惑星に来たかの

でのトレイル、浅間神社、富士山の湧き水な

ったり、森の中のシングルトラック

夜の深い森が、昼間とは違った顔で待ってい

ようなライディングが待っている。

ど、見どころも走りごたえもたっぷり。もちろ

を走ったり、MT B で川を渡ったり、

る。鹿やウサギ、
イノシシにも遭遇!? キャット

エキサイティングなライドの後は、

ん富士山の風景も、様々な場所から楽しむこ

エキサイティングなセクションが

アイのL E D ライトとともに、夜行性動物のテ

温泉＆BB Q が楽しい。2 日目は、

とができる。MTB 初めての方、
ファミリーキ

次々と現れる。富士山の湧き水が

リトリーにちょっとだけおじゃま。山の夜遊び

ジャングルの中のシングルトラッ

あふれる滝で、おいしい湧き水を

を楽しもう！

クへ。ジェットコースターのような

ャンプの際のアクティビティーにもどうぞ。

集合 富士急河口湖駅 10:00
開催日 4 月〜1 1 月随時
走行距離 15km
標高差 上り100m
下り20 0 ｍ
参加費用 9,800 円（レンタル込み）
※レンタルなしは参加費用7,500円

1 P

飲むのも楽しみ。ちょっと冒険し

集合 伊豆急河津駅 15:00
開催日 3 月〜6 月、9 月〜1 2 月随時
走行距離 15km
標高差 上り200m
下り600m
参加費用 6,800円

てみたいMTB初級 者におすすめ。

集合 富士急河口湖駅 9:00
開催日 4 月〜1 1 月随時
走行距離 20km
標高差 上り100m
下り30 0 ｍ
参加費用 9,800 円（レンタル込み）

※レンタルなしは参加費用
7,500円

2 P

キャットアイのライトを無料で
レンタルできます。

１
3 P

道が、海まで続いている。野生動
物も多く、自然満喫の週末になる。

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）

2 １
3

ツアーについて
About tour

『ディープバレー天城（初心者コース）』
を例に、MTB

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

自然の中でランチタイム。伊
豆の味覚を味わいましょう。

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。

下りは危険が伴うの
で、
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！

アロハバイクのポリシー

ツアーの1日をご紹介。ウェアも参考にしてください！

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！

もう一度MTB
に乗って田舎
道をサイクリン
グします。

お茶とおやつ
でひと休み。
川のせせらぎ
が心地良い！
！

海岸でゴール！ 近く
には温泉もあります。

川沿いのサイク
リングロードには
季節の花々が。

参加す
るとき
のウェ
アは…

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。

★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

美しくすばらしいものですが、同時にとて

ぎり自分の力で自然の中を走り回り、その

も壊れやすかったり、思わぬ危険が潜んで

気持ちよさを体験していただきたいと願

いたりもします。すべてが繊細につながり

っています。サポートカーは、自転車の楽

あう自然環境を大切にしていくことや、自

しさを多くの方に気軽に味わっていただ

分の身を危険から守ることは、責任ある自

く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。

★地域への貢献

★アロハな仲間

私たちがライディングを楽しむことで、伊

アロハバイクは、多くの方々に自転車を通

豆はもちろん、ツアーを開催する各エリア

して、自然とより深く関わっていただきた

の地元の方にも喜んでいただきたいと考

いと願っています。自然を介して知り合っ

えています。そのエリアのローカルガイド

たアロハな仲間とは、日常生活では得られ

と協力し合ってツアーを行うことはもちろ

ないスペシャルな感覚を分かち合えるは

ん、土地の素材を使った軽食をご提供した

ず。そんなすばらしい時間を、自然を愛す

り、日帰り温泉に立ち寄ったり、小さなこと

るみなさんとガイドで、一緒につくり上げ

ですが、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、JB A（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

基準、アウトドア・アクティビティに適

注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、

した救急法であるウィルダネス・ファ

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

ー 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

アロハケン

アロハバイクトリップの

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ご用意
を。レンタルもありますよ。

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 。

天候の変化に
備えてジャケッ
トを。レンタル
あり。

1,500円

償責任保険金額

5,000万円

キヨシ

M T B・ロードガイド

自 転 車 はもちろん 、サ

ミット

M T B・ロードガイド

富士山エリアは彼にお

代表・河村健一。自転車

ーフィンやスノーボード

まかせを。山岳ガイドと

やサーフボードを片手

など、海・山を問わず、自

しても活躍し、山を知り

に、世界を旅することが

然の中で遊ぶことが大

尽くしたガイド力と、ゆ

大好き。

好き。人気No .1！

る〜いスタイルが魅力

G‑san

M T B ガイド

MTB は、
プロテ
クターがあると
グッド。レンタル
もあり。

通院保険 金日額

アロハバイクのスタッフ
M T B・ロードガイド

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
。

389万円

3,000円

クララ

M T B・ロードガイド

アイ

サポートスタッフ

トレイルライドやダウン

ニュージーランドでアド

ツアーでは、スープ・お

ヒル、
レース活動にスク

ベンチャーレース修行

やつ 係 。伊 豆 の お いし

ールとMTB経験豊富 。

をしてきたアスリート。

い食材＆いい感じの温

ライディングのビデオ

トレラン、カヤックのガ

泉もご紹介。家庭菜園

撮影も得意。

イド経験もある。

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
自転車で、
もっと地元も 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

