
「冒険者たちは、南風の彼方へ」アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI 
モニターツアー参加者（⿅児島県内居住者限定） 募集要項

1.モニターツアー開催概要
アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI モニターツアー (全16コース)

2.募集内容
開催期間：2021年10月9⽇（⼟）〜11月28⽇（⽇）
応募締め切り：各コース設定⽇の28⽇前 18:00まで

※28日前が土日にあたる場合は、翌月曜日の18:00までとなります。
詳細については、以下をご参照ください。
[別紙1]各コース募集一覧
[別紙2]各コース概要

◎全コース1名からの参加が可能です。（中学生以上の方に限らせていただきます。）
◎各コースともに別のお客様とご一緒に⾏動していただきます。
◎応募多数の場合は選考のうえ、各コース設定日の21日前までに応募者に選考結果を

メール・電話にてご連絡いたします。
◎天候等の状況によってはツアーの内容が変更⼜は延期・中止になる場合があります。

3.参加費用
①各コースの体験料、宿泊プランの宿泊費は事業で負担し、参加者のご負担はありません。
②ご⾃宅から集合・解散場所までの交通費につきましては、参加者のご負担となります。
③各コースに明示されていない食事や個人的な項目等については、参加者のご負担となります。

4.参加条件
①⿅児島県内居住者の方。
②参加者全員、誓約書にご署名いただきます。
③体験当日、体温の高い方、体調の悪い方はモニターツアーヘの参加をご遠慮いただきます。
④新型コロナウイルス感染防止の為、参加していただく2週間前より健康確認チェックリストを記入

していただきます。(様式は事前にお送りいたします)
⑤各コース体験中に写真や動画の撮影を⾏います。(事業報告書やサイトへの掲載を⾏うため、
モニターツアー参加者は、写真等の掲載をご承諾いただいたものといたします。)

⑥各コース体験終了後に、WEBアンケートにご協⼒いただきます。居住地/性別/年代層/アンケー
トの内容は公表いたします。(個人が特定される情報は非公表といたします)

⑦ご⾃宅から集合・解散場所への移動は、⾃家⽤⾞・公共交通⼿段等ご⾃⾝でお願いします。
⑧気象予報等で各コースが変更⼜は延期・中止になる場合、ツアー2日前にご連絡致します。

５.準備していただくもの
＜服装＞
●マスク(必ず着⽤してください。サイクリング・トレッキング等運動時は外してください。)
●各コースの体験内容に応じて、動きやすく濡れてもいい服装、汚れてもいい服装
●各コースの体験内容に応じた⻑袖、⻑ズボン(時期や場所により夜は冷えるためご準備ください)

「おおすみはひとつ」大隅半島4市5町（⿅屋市、垂⽔市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、 肝付町、錦
江町、南大隅町）の地域連携を結束させて、本土最南端佐多岬から始まるアドベンチ ャートラベルを造成し、未来
に残したい「Evergreen OSUMI」の⼿つかずの大⾃然とサイクリング・トレッキング・文化体験だけでなく、地域の地
産地消の食材の消費拡大、地域ガ イドの人材育成、新しい旅のスタイルを定着させるために、このたびモニターツ
アーを実施しいたします。
参加者の皆様には、アンケートにご協⼒いただき、実証分析を⾏うことで、「おおすみ」の、より魅⼒ある観光商品の開
発、磨き上げにつなげます。
※本事業は、観光庁「地域の観光の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業」として実施いたします。
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●各コースの体験内容に応じた靴や⻑靴(サンダル・スリッパは危険です）
●漁業・農業体験等収穫の持ち帰り品があるコースでは、クーラーボックス等の

お持帰り⽤の入れ物(大きめの物をご準備ください)
●漁業体験コースでは、酔い止め薬(船に酔いやすい方)、⼿袋・ハンドソープ等は、ご⾃⾝でご準備

ください(魚などを⼿で触ることがあります)。
※トビウオをすくうタモ網、持ち帰り⽤の氷、ライフジャケットは漁師さんが準備します。

●スマートフォンやカメラで撮影される方は落下防上の為、⾸掛けストラップ等をご準備ください。

6.新型コロナウイルス感染症対策
以下の新型コロナウイルス対策ガイドラインを参考に本モニターツアーを開催いたします。

7.その他
①参加者には万一の事故やけがに備えて、運営事業者にて「国内旅⾏傷害保険」に加入しております。

保険で補償される範囲は、以下の通りです。
ご⾃⾝の対象範囲に不⾜がある場合は、ご⾃⾝で加入の保険のご確認をお願いいたします。
[死亡・後遺障害保険⾦額]1,500万円 [入院保険⾦日額]5,000円
[通院保険⾦日額]5,000円[賠償責任保険⾦額/免責⾦額(⾃己負担額)：0円] 3,000万円

②各コース参加中は安全確保のために係員の指示に従っていただきます。

8.申し込み方法
【別紙３】『アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI モニターツアー参加申込書』に記入
のうえ、電子メールに添付またはFAXにてお申し込みください。

【お申し込み先】
〒893-0007 ⿅児島県⿅屋市北⽥町８番８号
株式会社おおすみ観光未来会議 [観光庁 地域連携DMO:第20062号認定]
Mail: info@oosumi-kankou.com
FAX: 0994-35-1277 

【お問い合わせ先】
ご不明な点などございましたら下記へお問い合わせください。
※お電話でのお申込みは承っておりません。

株式会社おおすみ観光未来会議
TEL: 0994-35-1266
担当：原添（はらぞえ）
営業時間: 月〜⾦ 09:00〜18:00（土・日・祝休み）
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発⾏機関 ガイドライン名称 発⾏年月日

厚生労働省 「新しい生活様式」の実践例 令和2年6月19日

日本旅⾏業協会
全国旅⾏業協会

旅⾏業における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第２
版）及び運⽤解説書Ｑ＆Ａ 令和2年7月1日

全国旅館ホテル生活衛生
同業組合連合会ほか 宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン 令和2年12月24日

全国漁業協同組合連合会
ほか

漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生したときの対応及び
事業継続に関する基本的なガイドライン 令和2年3月13日

公益財団法人日本スポーツ
協会ほか スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン 令和2年5月14日
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【別紙１】 「アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI 形成実証事業 モニターツアー」募集一覧

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 距離

（約）
募集
人数

最低
申込
人数

1 10/9（土）
1泊2日

【トレッキング】 ※応募締め切り9/13（月）18:00
高隈コース：垂桜登山口発〜御岳５合目登山口着
［１泊・トレッキング（ガイドあり）付］

10
Km 6 1

2 10/9（土）
1泊2日

【アドベンチャー】 ※応募締め切り9/13（月）18:00
猿ヶ城コース：猿ヶ城渓谷 森の駅 たるみず集合解散
〔１泊（コテージ）・キャニオニング付〕

- 4 1

3 10/10（日）
日帰り

【サイクリング】 ※応募締め切り9/13（月）18:00
垂⽔コース：道の駅たるみず発〜湯遊ランドあいら着

48
Km 6 1

4 10/23（土）
1泊2日

【サイクリング＆アドベンチャー】 ※応募締め切り9/27（月）18:00
佐多岬コース：佐多岬発〜輝北うわば公園着（観光,1泊付）

162
Km 6 1

5 10/23（土）
日帰り

【サイクリング＆アドベンチャー】 ※応募締め切り9/27（月）18:00
末吉コース：道の駅すえよし発〜湯遊ランドあいら着
（フォレストアドベンチャー入園体験付）

73
Km 6 1

6 10/24（日）
日帰り

【サイクリング】 ※応募締め切り9/27（月）18:00
肝付コース：志布志駅発〜高山温泉ドーム着（観光付）

31
Km 6 1

7 11/3（祝）
日帰り

【サイクリング】 ※応募締め切り10/6（⽔）18:00
戦跡めぐりコース：どっ菜市場発着
（航空基地史料館、桜花の碑、川東掩体壕、平和公園など）

48
Km 6 1

8 11/3（祝）
日帰り

【アドベンチャー】 ※応募締め切り10/6（⽔）18:00
ユクサコース：ユクサおおすみ海の学校集合解散
（カヤック体験・BBQ付）

- 4 1

9 11/6（土）
1泊2日

【サイクリング＆アドベンチャー】 ※応募締め切り10/11（月）18:00
佐多岬宿泊コース ：佐多岬発〜くにの松原キャンプ場着
（漁業体験・観光、1泊付）

117
Km 6 1

10 11/6（土）
日帰り

【サイクリング】 ※応募締め切り10/11（月）18:00
まるごと⿅屋コース：霧島ヶ丘公園発着（地域産業体験付）

29
Km 6 1

11 11/7（日）
日帰り

【サイクリング】 ※応募締め切り10/11（月）18:00
垂⽔コース：道の駅たるみず発〜湯遊ランドあいら着

48
Km 6 1

12 11/13（土）
1泊2日

【サイクリング＆トレッキング】 ※応募締め切り10/18（月）18:00
輝北・高隈コース：くにの松原キャンプ場発〜御岳５合目登山口着
［観光・１泊（バンガロー）・トレッキング（ガイドあり）付］
※サイクリング51km、トレッキング10km

61
Km 6 1

13 11/13（土）
日帰り

【サイクリング＆アドベンチャー】 ※応募締め切り10/18（月）18:00
末吉コース：道の駅すえよし発〜湯遊ランドあいら着
（フォレストアドベンチャー入園体験付）

73
Km 6 1

14 11/14（日）
日帰り

【サイクリング】 ※応募締め切り10/18（月）18:00
肝付コース：志布志駅発〜高山温泉ドーム着（観光付）

31
Km 6 1

15 11/27（土）
1泊2日

【サイクリング】 ※応募締め切り11/1（月）18:00
肝付一周コース：高山温泉ドーム発着（観光、1泊付）

67
Km 6 1

16 11/28（日）
日帰り

【サイクリング】 ※応募締め切り11/1（月）18:00
肝付銀河コース：高山温泉ドーム発〜JAXA着（観光付）

30
Km 6 1

応募締め切り：各コース設定⽇の28⽇前 18:00まで
※28⽇前が⼟⽇にあたる場合は、翌月曜⽇の18:00までとなります。

下記一覧表のコース名欄にも記載しておりますので、併せてご確認ください。
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【別紙２】 「アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI 形成実証事業 モニターツアー」各コースの概要

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

1

10/9
（土）

1泊2日

【トレッキング】

高隈コース

★トレッキング内容：歩⾏距離約10Km、歩⾏時間約7時間
★集合日時・場所：10/9（土）06:45・湯遊ランドあいら
★解散日時・場所：10/10（日）10:00・湯遊ランドあいら
★⾏程1日目：湯遊ランドあいら〜〜送迎⾞にて垂桜登山口〜大箆柄岳〜スマン
峠〜妻岳〜御岳〜忠兵衛岳〜五合目登山口〜送迎⾞にて湯遊ランドあいら（入
浴）宿泊（1泊2食付）
★⾏程２日目：10:00解散
★その他：
・ガイド付きで安心トレッキング
・ランチ・入浴付

コース1

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

2
10/9

（土）

1泊2日

【アドベンチャー】

猿ヶ城コース

★集合日時・場所：10/9（土）09:30・猿ヶ城渓谷 森の駅たるみず
★解散日時・場所：10/10（日）10:00・猿ヶ城渓谷 森の駅たるみず
★⾏程１日目：森の駅たるみず（キャニオニング、ランチ、ニジマス釣り、BBQ、星空
観察）コテージ泊（1泊2食付）
★⾏程２日目：10:00解散
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【別紙２】 「アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI 形成実証事業 モニターツアー」各コースの概要

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

3

10/10
（日）

日帰り

【サイクリング】

垂⽔コース

★サイクリング内容：距離約48km、獲得標高620m
https://ridewithgps.com/routes/36730229?privacy_code=mjod9T4pVolk17wx

★集合日時・場所：10/10（日）07:15・湯遊ランドあいら
★解散日時・場所：10/10（日）14:00・湯遊ランドあいら
★⾏程：湯遊ランドあいら〜送迎⾞にて道の駅たるみず〜道の駅たるみずはまびら
〜古江駅跡記念公園〜ユクサおおすみ海の学校〜南風農菓舎デザートハウス〜湯
遊ランドあいら（到着後ランチ、入浴）
★その他
・サポートカー付きで安心サイクリング
・希望者には電動アシストつきレンタサイクルをご⽤意
・エイドステーションやランチ付

コース3

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

4

10/23
（土）

1泊2日

【サイクリング＆
アドベンチャー】

佐多岬コース

★サイクリング内容：距離約162km、獲得標高3,490m
https://ridewithgps.com/routes/37224643

★集合日時・場所：10/23（土）06:45・湯遊ランドあいら
★解散日時・場所：10/24（日）17:00・湯遊ランドあいら
★⾏程１日目：湯遊ランドあいら〜送迎⾞にて佐多岬駐⾞場〜雄川の滝（観
光）〜花瀬でんしろう館〜JAXA（⾒学）〜柏原海岸・円山公園〜くにの松原
キャンプ場（BBQ、ナイトウォーク）バンガロー泊（1泊2食付）
★⾏程２日目：くにの松原キャンプ場〜山宮神社（観光）〜和⾹園（茶体験）
〜道の駅野方あらさの〜⿅屋市輝北総合⽀所〜輝北うわば公園キャンプ場（ラン
チ）〜送迎⾞にて湯遊ランドあいら（入浴）
★その他：
・サイクリング中級以上の方を対象といたします
・サポートカー付きで安心サイクリング
・ガイドが案内する観光付、エイドステーションやランチ付

コース4
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【別紙２】 「アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI 形成実証事業 モニターツアー」各コースの概要

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

5

10/23
（土）

日帰り

【サイクリング＆
アドベンチャー】

末吉コース

★サイクリング内容：距離約73km、獲得標高655m
https://ridewithgps.com/routes/36729689?privacy_code=9S7WQSzf7CP36DwP

★集合日時・場所：10/23（土）07:15・湯遊ランドあいら
★解散日時・場所：10/23（土）15:45・湯遊ランドあいら
★⾏程：湯遊ランドあいら〜送迎⾞にて道の駅すえよし〜フォレストアドベンチャー・お
おすみ（入場体験）〜有明町鉄道記念公園〜志布志鉄道公園（ランチ）〜東
串良駅跡〜高山鉄道記念公園〜湯遊ランドあいら（入浴）
★その他：
・サポートカー付きで安心サイクリング
・エイドステーションやランチ付
・フォレストアドベンチャーおおすみにて森の体験付（⾃由⾏動）

コース5

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

6

10/24
（日）

日帰り

【サイクリング】

肝付コース

★サイクリング内容：距離約31km、獲得標高206m
https://ridewithgps.com/routes/36904015?privacy_code=NzW8Uv7uf7YCe3WJ

★集合日時・場所：10/24（日）07:45・高山温泉ドーム・高山やぶさめ館
★解散日時・場所：10/24（日）14:00・高山温泉ドーム・高山やぶさめ館
★⾏程：高山やぶさめ館〜送迎⾞にて志布志駅〜くにの松原〜松原海岸〜轟の
滝〜塚崎の大楠（ガイド観光）〜高山やぶさめ館（到着後ランチ）
★その他：
・サポートカー付きで安心サイクリング
・希望者には電動アシストつきレンタサイクルをご⽤意
・ガイドが案内する観光付、エイドステーションやランチ付

コース6
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【別紙２】 「アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI 形成実証事業 モニターツアー」各コースの概要

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

7
11/3

（祝）

日帰り

【サイクリング】

戦跡めぐりコース

★サイクリング内容：距離約48km、獲得標高405m
https://ridewithgps.com/routes/36911366?privacy_code=nTmUhS77lVvjlncO

★集合日時・場所：11/3（祝）09:00・どっ菜市場
★解散日時・場所：11/3（祝）16:20・どっ菜市場
★⾏程：どっ菜市場〜⿅屋航空基地史料館〜高須トーチカ〜進駐軍上陸地〜
桜花の碑〜笠野原基地地下道入口〜川東掩体壕〜串良平和公園〜地下壕電
信室跡〜どっ菜市場
★その他
・サポートカー、ガイド付きで安心サイクリング
・希望者には電動アシストつきレンタサイクルをご⽤意
・エイドステーションやランチ、体験学習付

コース7

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

8
11/3

（祝）

日帰り

【アドベンチャー】

ユクサコース

★集合日時・場所：11/3（祝）09:00・ユクサおおすみ海の学校
★解散日時・場所：11/3（祝）15:30・ユクサおおすみ海の学校
★⾏程：ユクサおおすみ海の学校（カヤック体験、BBQ）
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【別紙２】 「アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI 形成実証事業 モニターツアー」各コースの概要

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

10

11/6
（土）

日帰り

【サイクリング】

まるごと⿅屋コー
ス

★サイクリング内容：距離約29km、獲得標高329m
https://ridewithgps.com/routes/36911320?privacy_code=qINSk0stYtgEhFZO

★集合日時・場所：11/6（土）08:45・霧島ヶ丘公園
★解散日時・場所：11/6（土）16:00・霧島ヶ丘公園
★⾏程：霧島ヶ丘公園（MTB体験⼜はばら園⾒学）〜岩元園〜⿅屋市魚市場
（魚市場体験、ランチ）〜三和物産（落花生収穫体験）〜南橋商事（さつまい
も収穫体験）〜霧島ヶ丘公園
★その他
・ガイド付きで安心サイクリング
・希望者には電動アシストつきレンタサイクルをご⽤意
・エイドステーションやランチ付
・魚市場体験、落花生収穫体験、さつまいも収穫体験付

コース10

コース9

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

9

11/6
（土）

1泊2日

【サイクリング＆
アドベンチャー】

佐多岬
宿泊コース

★サイクリング内容：距離約117km、獲得標高2,500m
https://ridewithgps.com/routes/36903898?privacy_code=voOT9YElsOaJdorr
★集合日時・場所：11/6（土）13:30・湯遊ランドあいら
★解散日時・場所：11/7（日）17:30・湯遊ランドあいら
★⾏程１日目：湯遊ランドあいら〜神川の大滝（観光）〜楽塩（塩作り⾒学）
〜漁業体験（トビウオすくい網漁）〜ふれあいセンターホテル佐多岬（1泊2食付）
※1日目は、全⾏程⾞移動

★⾏程２日目：ふれあいセンターホテル佐多岬〜佐多岬駐⾞場〜雄川の滝（観
光）〜花瀬でんしろう館〜JAXA（⾒学）〜柏原海岸・円山公園〜くにの松原
キャンプ場〜送迎⾞にて湯遊ランドあいら
★その他
・サイクリング中級以上の方を対象といたします
・サポートカー付きで安心サイクリング
・ガイドが案内する観光付、エイドステーションやランチ付
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【別紙２】 「アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI 形成実証事業 モニターツアー」各コースの概要

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

11

11/7
（日）

日帰り

【サイクリング】

垂⽔コース

★サイクリング内容：距離約48km、獲得標高620m
https://ridewithgps.com/routes/36730229?privacy_code=mjod9T4pVolk17wx

★集合日時・場所：11/7（日）07:15・湯遊ランドあいら
★解散日時・場所：11/7（日）14:00・湯遊ランドあいら
★⾏程：湯遊ランドあいら〜送迎⾞にて道の駅たるみず〜道の駅たるみずはまびら
〜古江駅跡記念公園〜ユクサおおすみ海の学校〜南風農菓舎デザートハウス〜湯
遊ランドあいら（到着後ランチ、入浴）
★その他
・サポートカー付きで安心サイクリング
・希望者には電動アシストつきレンタサイクルをご⽤意
・エイドステーションやランチ付

コース11
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【別紙２】 「アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI 形成実証事業 モニターツアー」各コースの概要

コース12

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

12

11/13
（土）

1泊2日

【サイクリング＆
トレッキング】

輝北・高隈コース

★サイクリング内容：距離約51km、獲得標高1,009m
https://ridewithgps.com/routes/36911270?privacy_code=dSaldr0sWsM4vr2c
★トレッキング内容：歩⾏距離約10Km、歩⾏時間約6時間
★集合日時・場所：11/13（土）07:30・湯遊ランドあいら
★解散日時・場所：11/14（日）16:00・湯遊ランドあいら
★⾏程１日目：湯遊ランドあいら〜送迎⾞にてくにの松原キャンプ場〜山宮神社
（観光）〜和⾹園（茶体験）〜道の駅野方あらさの〜⿅屋市輝北総合⽀所〜
輝北うわば公園キャンプ場（ランチ、天球館⾒学、サンセットウォーキング、BBQ、星
空観察）バンガロー泊（1泊2食付）
★⾏程２日目：輝北うわば公園キャンプ場〜送迎⾞にて垂桜登山口〜大箆柄岳
〜スマン峠〜妻岳〜御岳〜忠兵衛岳〜五合目登山口〜送迎⾞にて湯遊ランドあ
いら（入浴）
★その他：
・1日目 サポートカー付きで安心サイクリング
・1日目 ガイドが案内する観光付、エイドステーションやランチ付
・2日目 ガイド付きで安心トレッキング
・2日目 ランチ・入浴付
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【別紙２】 「アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI 形成実証事業 モニターツアー」各コースの概要

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

13

11/13
（土）

日帰り

【サイクリング＆
アドベンチャー】

末吉コース

★サイクリング内容：距離約73km、獲得標高655m
https://ridewithgps.com/routes/36729689?privacy_code=9S7WQSzf7CP36DwP

★集合日時・場所：11/13（土）07:15・湯遊ランドあいら
★解散日時・場所：11/13（土）15:45・湯遊ランドあいら
★⾏程：湯遊ランドあいら〜送迎⾞にて道の駅すえよし〜フォレストアドベンチャー・お
おすみ（入場体験）〜有明町鉄道記念公園〜志布志鉄道公園（ランチ）〜東
串良駅跡〜高山鉄道記念公園〜湯遊ランドあいら（入浴）
★その他：
・サポートカー付きで安心サイクリング
・エイドステーションやランチ付
・フォレストアドベンチャーおおすみにて森の体験付（⾃由⾏動）

コース13

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

14

11/14
（日）

日帰り

【サイクリング】

肝付コース

★サイクリング内容：距離約31km、獲得標高206m
https://ridewithgps.com/routes/36904015?privacy_code=NzW8Uv7uf7YCe3WJ

★集合日時・場所：11/14（日）07:45・高山温泉ドーム・高山やぶさめ館
★解散日時・場所：11/14（日）14:00・高山温泉ドーム・高山やぶさめ館
★⾏程：高山やぶさめ館〜送迎⾞にて志布志駅〜くにの松原〜松原海岸〜轟の
滝〜塚崎の大楠（ガイド観光）〜高山やぶさめ館（到着後ランチ）
★その他：
・サポートカー付きで安心サイクリング
・希望者には電動アシストつきレンタサイクルをご⽤意
・ガイドが案内する観光付、エイドステーションやランチ付

コース14
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【別紙２】 「アドベンチャートラベルin Evergreen OSUMI 形成実証事業 モニターツアー」各コースの概要

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

15

11/27
（土）

1泊2日

【サイクリング】

肝付1周コース

★サイクリング内容：距離約67km、獲得標高1,405m
https://ridewithgps.com/routes/37224761

★集合日時・場所：11/27（土）07:45・高山温泉ドーム・高山やぶさめ館
★解散日時・場所：11/28（日）10:00・高山温泉ドーム・高山やぶさめ館
★⾏程：高山やぶさめ館〜川上やまびこ館〜岸良海岸〜JAXA（ガイド観光）〜
ふれあいパーク内之浦〜高山やぶさめ館（ランチ）宿泊（1泊2食付）
★⾏程２日目：10:00解散
★その他：
・サポートカー付きで安心サイクリング
・ガイドが案内する観光付、エイドステーションやランチ付

コース15

コース
No.

参加日
(2021年) コース名 コース概要

16

11/28
（日）

日帰り

【サイクリング】

肝付銀河コース

★サイクリング内容：距離約30km、獲得標高567m
https://ridewithgps.com/routes/34550652?privacy_code=Q4iUGGrmsrlL3u99

★集合日時・場所：11/28（日）07:45・高山温泉ドーム・高山やぶさめ館
★解散日時・場所：11/28（日）14:00・高山温泉ドーム・高山やぶさめ館
★⾏程：高山やぶさめ館〜塚崎の大楠（ガイド観光）〜有明地区公⺠館〜
JAXA入口・JAXA（ガイド観光）〜送迎⾞にて高山やぶさめ館（ランチ）
★その他
・サポートカー付きで安心サイクリング
・希望者には電動アシストつきレンタサイクルをご⽤意
・エイドステーションやランチ付

コース16


