
お問い合わせ先 現地・宿泊に関する
お問い合わせ

TEL.06-7670-3186　
〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2

ジャパンエコトラック推進協議会事務局
（株式会社モンベル広報部内）

・阿蘇市観光協会　      
・高森町観光協会　      
・（一社）山都町観光協会　    
・（一社）みなみあそ村観光協会　

TEL.0967-34-1600
TEL.0967-62-2233
TEL.0967-72-3855
TEL.0967-67-2222

阿蘇地域の豊かで多様な自然・歴史・文化を体感！自転車旅で復興支援！

阿蘇・草千里

70km 1,285m
距離 獲得標高（累積）

阿蘇五岳一周ルート

【主催】  ジャパンエコトラック阿蘇実行委員会

コースA

92km 1,944m
距離 獲得標高（累積）

阿蘇南外輪山満喫ルートコースB

145km3,090m
距離 獲得標高（累積）

阿蘇一周チャレンジルートコースC
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時
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熊本県 
阿蘇市、高森町、山都町、
南阿蘇村 

受付・開会式 ファンライド
イベント

ジャパンエコトラック 「ライド イン 阿蘇 2018」
大会プログラム

上
級
者
向
け

http://www.japanecotrack.net/オフィシャルウェブサイト

3月10日（土）受付会場 3月10日（土）開会式&イベント会場

3月11日（日） 大会スタート地点

〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川１４４０－１
コースA
スタート地点

道の駅 阿蘇

シャトルバスで、会場まで無料送迎いたします。
10：00～17：00の間、随時運行（約15分間隔）

ASO田園空間博物館
総合案内所

阿蘇駅 JR豊肥本線JR豊肥本線

国道5
7号線

駐輪場

整列
駐輪場

スタート
地点

〒869-1412 熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石２８０７
コースB・C
スタート地点

道の駅 あそ望の郷くぎの

道の駅 あそ望の郷くぎの

南阿蘇久木野温泉
四季の森

総合福祉
センター

ホテル夢しずく

熊本県野外劇場
アスペクタ

南阿蘇村役場
旧久木野庁舎

高森警察署
久木野駐在所

中松駅南阿蘇鉄道高森線39

39

28
28

149

会場：道の駅 あそ望の郷くぎの
〒869 -1412 熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石２８０７

南阿蘇村役場
旧久木野庁舎

県道28号線

JA

会場：南阿蘇村役場旧久木野庁舎
〒869-1411  熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰145-3 

参加者駐車場

ジャパンエコトラック 「ライド イン 阿蘇 2018」の開催に合わせてお得なアウトレット・セールを
開催しています。この機会にぜひご来店ください。　3月10日（土）・11日（日）　9：00～18：00

モンベル 南阿蘇店 アウトレットセール 道の駅 あそ望の郷くぎの内

会場案内・アクセス

受
付

あじわい館
（物産館・食事処）

モンベル
南阿蘇店

県道28号線

あか牛の館

クラブハウス

久木野パークゴルフ場

整列

スタート地点

久木野パークゴルフ場
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JAPAN ECO TRACK Ride in ASO 2018 大会に寄せて JAPAN ECO TRACK Ride in ASO 2018 開催要項

先着250名限定（定員に達し次第、受付を終了します）定 員

熊本県 阿蘇市、高森町、山都町、南阿蘇村開催場所

コースA＆B・・・・・
コースC・・・・・・・

8,000円（税込）
　10,000円（税込）

※参加費には傷害保険料が含まれます。 
※参加費の内1,000円は復興支援協力金・環境保全金として、阿蘇地域の震災復興支援活動や環境保全活動に利用されます。 
※一旦支払われた参加費はご返金できませんのでご了承ください。

参 加 費

主 催 ジャパンエコトラック阿蘇実行委員会

後 援 熊本県

実行委員 阿蘇市、高森町、山都町、南阿蘇村、阿蘇市観光協会、高森町観光協会、
一般社団法人 山都町観光協会、一般社団法人 みなみあそむら観光協会

協力団体 NPO法人 ASO田園空間博物館、公益財団法人 阿蘇地域振興デザインセンター、
阿蘇ジオパーク推進協議会、南阿蘇村商工会、株式会社くぎの、一般財団法人 清和文楽の里協会、
有限会社そよ風遊学協会、パン工房ヤマＧＥＮ、Ｂread＆Cake Cipollino（ブレッド＆ケーキ チポリーノ）

協 賛 株式会社モンベル、日本航空株式会社（JAL）、プロトレック、教えて！「かくれ脱水」委員会

11日（日）開会式 & イベント ファンライド大会期日 2018年3月10日（土）

16歳以上で、自転車で100キロ以上連続で走行可能、
かつ制限時間内に完走できる自信のある方

大会規約、交通規則やマナーを遵守できる方
※18歳未満の方は保護者の同意が必要です。

参加資格

日 程

［受付会場］南阿蘇村役場旧久木野庁舎
10：00～14：00 大会受付

［開会式 ＆ 登録記念イベント会場］道の駅 あそ望の郷くぎの
14：00～
16：00

開会式 ＆ イベント
終了（予定）

3月10日（土）受付・開会式 ＆ 登録記念イベント

［コースA：会場］道の駅 阿蘇 ［コースB・C:会場］道の駅 あそ望の郷くぎの

3月11日（日）ファンライド

コースA

6：00～
6：50～
7：00～

自転車搬入
開会式
大会スタート

6：00～
6：50～
7：00～

自転車搬入
開会式
大会スタート

15:30 終了（全コース共通） ※時間外の受付・搬入は行なっておりません。

コースB

5：00～
5：50～
6：00～

自転車搬入
開会式
大会スタート

コースC

ジャパンエコトラック推進協議会 専務理事  
モンベルグループ代表 辰野 勇
　2016年4月14日に熊本県を震源とする強い地震が発生しました。モンベルではアウトドア義援隊による被災者支援のための協力を
呼びかけさせていただき、微力ながらも被災された方々のお役に立つことができました。また、南阿蘇村と共同で進めた阿蘇南外輪山の
登山道整備事業においては、アウトドアを通じた観光復興に取り組んで参りました。
　豊かな日本の自然を体験できるジャパンエコトラックのルートは、2015年春に登録された鳥取県の第1号エリアを皮切りに全国に14
エリア（2018年3月現在）あります。2018年2月には阿蘇地域の4市町村（阿蘇市、高森町、山都町、南阿蘇村）をまたぐ広域エリアが12
号エリア「阿蘇」として登録されました。
　このたび、阿蘇地域がジャパンエコトラックのエリアに登録されたことを記念して、さらなる復興支援の一助になればと、ジャパンエコト
ラックのルートを活かしたサイクリングイベントを企画し、関係各位の協力のもとに「JAPAN ECO TRACK Ride in ASO（ジャパンエ
コトラック ライドイン 阿蘇）」が開催される運びとなりました。阿蘇の大自然を全身で感じながら汗をかき、人と自然の関わり方の在るべき
姿を改めて考える、そんな時間を皆さんと共有したいと思います。

熊本県知事 蒲島 郁夫
　「ジャパンエコトラック『ライドイン阿蘇２０１８』」が開催されることを心よりお喜び申し上げますとともに、全国からお越しいただいた皆
様を、熊本県民を代表して心より歓迎申し上げます。 
　このたび、熊本県民の悠久の宝である「阿蘇」の豊かな自然を舞台とするトレッキングやバイクのルートが、ジャパンエコトラックのルー
トとして県内初の認定を受けることができました。 
　熊本県では、平成２８年熊本地震からやがて２年の年月が経過しようとしていますが、今なお県内各地は、復興への途上にあります。県
では、総力を挙げて、被災者の一日も早い生活再建と被災地の再生に取り組んでいるところです。今回の認定が復興を力強く後押しして
くれるものと確信しています。
　また、世界文化遺産登録を目指す阿蘇では、昨年１０月、豊かな草原景観が国の「重要文化的景観」に選定されました。参加者の皆様に
は、古くから、人々の営みによって守り伝えられてきた世界に類を見ない阿蘇の草原を、本大会を通してじっくりと堪能していただきたい
と思っています。 
　阿蘇地域は、火山がもたらす恵みに溢れており、個性豊かな温泉が各所に存在しています。大会終了後は、ぜひ、阿蘇の温泉で大会の
疲れを癒していただきたいと思います。 
　結びに、本大会の開催に当たり御尽力いただきました、大会関係者の皆様に深く感謝申し上げますとともに、参加者の皆様の御健闘を
お祈りし、歓迎の挨拶といたします。

　早春の阿蘇にようこそ。ジャパンエコトラック「ライドイン阿蘇2018」にご参加いただきありがとうございます。一昨年の熊本震災で大
きく傷ついた阿蘇の大地、今もなおその痛々しさを残していますが、多くの御支援の下、道路等のインフラの復旧も進んでいます。震災
前から進めてきたジャパンエコトラック事業も地震により認定までに時間がかかりましたが、ようやく登録を受けることとなりました。
　この度は皆様に阿蘇のすばらしさを体感して頂こうとイベントを企画しました。冬から春へと変わるこの時期、各地で所々黒く焼けた
野焼きの跡が見られ、一千年もの草原を守る営みもご覧いただけます。今回のライドでは、雄大な阿蘇五岳を望み、草原の中を走り、外輪
山の外に連なる渓谷を通るコースを設定しています。高低差もあり阿蘇を十分に楽しめる内容となっています。
　所々に地震被害の復旧工事が進んでいる中、自転車走行に少々支障をきたす箇所もあると思いますが、今回はファンライド、早春の阿
蘇の風を感じ、雄大な阿蘇の風景を堪能しながらゆっくりと走っていただきたいと思います。
　ジャパンエコトラック認定を記念してのファンライド、なにぶん初めての実施で至らぬ点もあると思いますが、自転車のスピードで阿蘇
を五感でお楽しみください。

　ジャパンエコトラック「ライドイン阿蘇２０１８」にご参加頂き誠にありがとうございます。ジャパンエコトラックの趣旨には日本各地の豊か
で多様な自然を体感し、地域の歴史や文化、人々のとの交流を楽しむことが掲げられています。今回、イベントの舞台となる阿蘇地域は、現
在も脈々と活動を続ける活火山である阿蘇山をはじめ、四季によってその姿を大きく変える雄大な草原景観、豊富な水源など日本におい
てもここにしかない自然を体感できる場所であり、カルデラ地形はサイクリングコースとしては近年脚光を浴びているとろであります。ま
た、イベントが開催される３月は一千年の遥か昔から行われている、草原に火を放ち雑木等を除去し、新芽等の芽吹きを促進する「野焼き」
が行われる時期でもあります。皆様も今回のイベントで阿蘇地域を自転車で走り抜けると思いますが、草原景観は、先人たちのたゆまぬ努
力の結果であり、今もなお人々の手により維持されていることに思いを馳せて頂ければと思っております。
　ジャパンエコトラックとしてのイベントは今回が初めてということもあり、至らぬ点もあるかと思いますが、どうぞ阿蘇ならではの旅を満
喫して頂けたらと思っております。
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河津 謙二ジャパンエコトラック阿蘇実行委員会 委員長
一般社団法人 みなみあそ村観光協会会長

秦 美保子ジャパンエコトラック阿蘇実行委員会 副委員長　　
阿蘇市経済部観光課課長



▲烏帽子岳

N

根子岳
▲ ▲中岳

杵島岳
高岳

▲

▲

阿蘇市

高森町

JR豊肥本線

至・大分→

←至・熊本

山都町

南阿蘇村

コースB

コースC

道の駅 あそ望の郷くぎの

スタート&ゴール

道の駅 あそ望の郷くぎの

スタート&ゴール

チェックポイント

チェックポイント

道の駅 阿蘇チェックポイント
スタート&ゴールコースA

チェックポイント
高森湧水トンネル公園

チェックポイント
道の駅 通潤橋

スタート
&

ゴール

スタート
&

ゴール

大会コースとチェックポイントのご案内ですsun
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3.11     ファンライドコース情報

制限時間：8時間30分   7:00スタート
70km 1,285m

距離

道の駅 阿蘇（スタート）→高森湧水トンネル公園→道の駅 あそ望の郷くぎの→道の駅 阿蘇（ゴール）

獲得標高（累積）

阿蘇五岳一周ルートコースA

140km10km 20km 30km 40km 50km 60km 70km

高低図
1500m

1000m
道の駅 阿蘇

高森湧水トンネル公園
あそ望の郷くぎの

制限時間：8時間30分   7:00スタート
92km 1,944m

距離

獲得標高（累積）

阿蘇南外輪山満喫ルートコースB
道の駅 あそ望の郷くぎの（スタート）→高森湧水トンネル公園→道の駅 通潤橋→道の駅 あそ望の郷くぎの（ゴール）

140km

1500m

1000m

0m 10km 20km 30km

道の駅 あそ望の郷くぎの

40km 50km 60km 90km70km 80km

高低図

高森湧水トンネル公園 道の駅 通潤橋

制限時間：9時間30分   6:00スタート
145km 3,090m

距離

獲得標高（累積）

阿蘇一周チャレンジルートコースC
道の駅 あそ望の郷くぎの（スタート）→道の駅 阿蘇→高森湧水トンネル公園→道の駅 通潤橋→道の駅 あそ望の郷くぎの（ゴール）

上級者向け

通過制限時間：高森湧水トンネル公園を10：30までに通過 140km

1500m

1000m

0m 20km 40km 60km

道の駅 あそ望の郷くぎの

80km 100km 120km 140km

高低図

道の駅 阿蘇

高森湧水トンネル公園

道の駅 通潤橋

高森湧水トンネル公園
チェックポイント

道の駅 あそ望の郷くぎの

スタート&ゴールコースB コースC

チェックポイント

トイレ
駐車場P

エイドステーション

道の駅 阿蘇

スタート&ゴールコースA

チェックポイント

道の駅 通潤橋
チェックポイント

トイレ
駐車場P

エイドステーション
トイレ
駐車場P

エイドステーション
トイレ
駐車場P

エイドステーション



熊本県

あじわい館
（物産館・食事処）

モンベル
南阿蘇店

あか牛の館

久木野
パークゴルフ場
久木野
パークゴルフ場

MTB用
ステージ

ステージ
ジャパン
エコトラックブース

飲食・物販
ブース復興応援ブース

本部

会 場 ：道の駅 あそ望の郷くぎの
同時開催：みなみあそ復興マルシェ

協賛団体

ジャパンエコトラック ルートマップ配布中

3.10    開会式&「ジャパンエコトラック阿蘇」登録記念イベント

株式会社モンベル
http://www.montbell.jp

日本航空株式会社
https://www.jal.com/ja/

プロトレック
http://protrek.jp/

教えて！ 「かくれ脱水」委員会
http://www.kakuredassui.jp/

総合アウトドア用品メーカー。
「FUNCTION IS BEAUTY（機
能美）」「LIGHT & FAST®」をコ
ンセプトに、高機能な登山用品、
アウトドア用品の開発・製造・卸・
販売を行っています。

｢世界で一番お客さまに選ばれ、
愛される航空会社｣を目指し、一人
一人のお客さまへのおもてなしの
心を大切に、世界に先駆けた挑戦
を重ね、常に新しい価値を創造し
ています。

いかなる状況下でも、すばやく自然
を感知する本格アウトドアギアとし
てのユーザビリティを追求し、常に
進化を続ける時計ブランドです。さ
まざまなフィールドへの挑戦をプロ
トレックがサポートします。

深刻な脱水状態の一歩手前を
「かくれ脱水」と名づけ、脱水に対
する正しい知識と予防方法・対処
方法を伝えています。私たちは、深
刻な脱水状態を防ぐことで熱中症
で搬送される人をゼロにしたい。

阿蘇（熊本県）

境港・皆生・大山
（鳥取県）

由良川・大江山
（京都府）

信越自然郷
（長野県・新潟県）

山形 飯豊
（山形県）

やんばる本部半島・伊江島
（沖縄県）

鳴瀬川・薬莱山
（宮城県）

びわ湖・伊吹山
（滋賀県）

いしかわ里山里海
（石川県）

大雪ひがしかわ・南富良野
（北海道）

土佐れいほく
（高知県）

トレッキング、カヤック・カヌー、自転車といった人力による移動手段で、地域の

歴史・自然・文化を楽しむ「ジャパンエコトラック」の旅。2018年春に阿蘇地域

を含む4エリアが追加され、全国で14エリアになりました。旅に便利なルート

マップは全国のモンベルストアで無料配布しています。ぜひご覧ください。

ジャパンエコトラック公式ウェブサイト
http://www.japanecotrack.net/

sat

14：00 開会挨拶 河津 謙二（ジャパンエコトラック阿蘇実行委員会 委員長）

15：55 閉会挨拶 秦 美保子（ジャパンエコトラック阿蘇実行員会 副委員長）

16：00 写真撮影

14：45 祝辞 小野 泰輔（熊本県副知事）

15：05 挨拶 辰野 勇（ジャパンエコトラック推進協議会 専務理事）

15：10 ジャパンエコトラック登録記念品授与

15：20 寄付金贈呈

15：25 大会説明（ファンライド注意事項）

14：50 安全祈願

　マウンテンバイクをまるで自分の手足のように使い、様々な障
害物を足を着かずにクリアしていくマウンテンバイクアトラクショ
ン！ ハードなテクニックと軽快なトークで、子供～大人まで年齢を
問わずそのパフォーマンスに釘付けになること間違いなし！ 
　今までテレビでしか見る事が出来なかった驚異の世界を是非
目の前で体感してください！

14：20 祝演 Nao（MTBパフォーマー）

故郷熊本を愛するシンガーソングライター。
2011年12月CD全国デビュー。カラオケDAM配信中。デビュー当時、地元や関東
ローカルテレビ局の番組やラジオ出演多数。2015年、全国へ出会いを求めて旅に出
て、ちょっぴり過酷な47都道府県ライブツアー達成！2016年は、都内にて引退をかけ
た300人規模のワンマンライブも大成功させる。
東北の大震災後から、被災地を訪問したりチャリティーイベントなど勢力的に支援活動
を行い、地元熊本での震災後も様々な企画で被災地を応援し続けている。

15：35 ゲストライブ 天音みひろ

北びわ湖・長浜
（滋賀県）

オホーツク
（北海道）

イメージイメージ

山形 蔵王
（山形県）

14：05 祝演 和太鼓 道心
　日本の伝統文化である和太鼓と美しい旋律を奏
でる篠笛を通じて、多くの方々に喜びと感動をお届
けするため、地元熊本を拠点として2011年に発足
しました。
　「熊本地震」を契機として熊本市から南阿蘇へ活動
の拠点を移し、復興の願いを込めて、ジュニアチーム
「南阿蘇太鼓」を結成しました。和太鼓を通じて、子ど
も達が南阿蘇で快活な生活を続け、演奏で住民に元気を届けつつ、地元に根付くことが復興
の力の源になると信じています。
　これからも、熊本の明るい未来の創造と世界の平和のため、感謝の心で演奏活動を続け
ていきます。
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