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一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン 

 

サイクリングアプリ「ツール・ド」を使った期間限定キャンペーン 

「サイクルボール -日本７大１周制覇の旅-」 

2020年 8月～2021年 3月までの期間で実施決定！ 

 

全国各地でサイクルツーリズム事業（＝自転車・サイクリングを活用した観光振興事業）を展開する

一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン（東京都新宿区、代表理事：中島祥元）は、サイクリングアプ

リ「ツール・ド」を使って日本各地の 1 周コースを走る期間限定キャンペーン「サイクルボール-日本７大

1周制覇の旅-」を 2020年 8月～2021年 3月までの期間で実施します。特別協力としてスルガ銀行が

本キャンペーンの支援を行います。 

舞台となるのは日本の名だたる一周コース「淡路島１周」「琵琶湖１周」「浜名湖１周」「富士山 1 周」

「伊豆半島１周」「霞ヶ浦１周」「福島市・二本松市１周」の計 7 か所です。 

参加費は無料で、キャンペーン期間中に各ステージの 1 周を達成することで「サイクルボール」を贈

呈します。※1  

 期間終了までに７つ全てのサイクルボールを集めると、達成者は「望み」を１つだけ叶えることができ

ます。日本新薬株式会社、マヴィックジャパン株式会社、株式会社ネクストスケープなどが本キャンペ

ーンのスポンサーとして、「望み」を叶えるための商品やサービスを提供します。 

※1 「サイクルボール」は、アプリ内で付与される「完走バッジ」、そして各ステージ窓口にて「オリジナ

ル・カード」として贈呈します。 

 

◆なぜ「サイクルボール」をやるのか 

 コロナウイルス感染症拡大の影響で、多くの自転車イベントの中止が相次いでいます。 

イベントがなくなったことで目標を失ったサイクリストも多く、一方で多くの開催地域にとっても大きな痛

手となっています。（一社）ルーツ・スポーツ・ジャパンでは、この状況をなんとか打破したいと考え、 

サイクリストと地域を繋ぐサイクリングの新しい取り組みとなる本企画の実施を決定しました。 

本企画は、一度に大勢の人数が集まる従来のイベントとは異なり、基本的には個人または少人数での

参加となるため、「密」を回避でき「新しい生活様式」にも即しています。また実施期間を長く取ること

で、参加される皆様の都合でいつでも挑戦していただけます。一人でも多くの方の新たな「目標」とな

り、イベントに代わる新しい「遊び」として楽しんでもらいたい。そんな想いで「サイクルボール」を開催し

ます。 

 

◆実施概要 

・名称：サイクルボール -日本７大 1 周制覇の旅- 

・内容：サイクリングアプリ「ツール・ド」を使って日本各地の 1 周コース７か所の制覇を目指す 

・参加費：無料   ・期間：2020 年 8 月 1 日（土）～2021 年３月 28 日（日） 

・ 

・主催：（一社）ルーツ・スポーツ・ジャパン 

・共催：（一社）淡路島観光協会、滋賀県守山市、（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 

（一社）美しい伊豆創造センター、茨城県かすみがうら市、 

御殿場市スポーツタウン推進連絡会、福島市相馬市二本松市伊達市観光圏協議会 

・協賛：WINZONE（日本新薬株式会社）/マヴィックジャパン株式会社/AlterLock（株式会社ネクストスケ

報道関係各位 
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ープ）/株式会社きゅうべえ/メリダジャパン株式会社/ZuttoRide 株式会社/株式会社シマノセールス/

株式会社マルイ/株式会社ウエイブワン/おたふく手袋株式会社/合同会社 TRYCLE/ACTIVIKE  

・事務局：ツール・ド・ニッポン事務局 

・WEB サイト： http://tour-de-nippon.jp/cycle-ball/ 

※本キャンペーン実施に向けたクラウドファンディングも実施しております。支援者にはキャンペーンオ

リジナルグッズや特典をプレゼントいたします。詳しくはこちら  

URL：（ https://camp-fire.jp/projects/view/252749 ） 

 

◆ステージの紹介 

舞台となるのは日本の名だたる「〇〇イチ」と呼ばれる 1 周コース。 

合計 7 か所のステージをご用意しました。 

（アプリ掲載コースに関しては 7/28（火）の公開予定です。） 

 

 

【霞ヶ浦 1 周（かすいち）ステージ】茨城県南東部に位置する日本第 2 の大湖「霞ヶ浦」を 1周するコース 

日本で 2 番目に大きな湖「霞ヶ浦」をかすみがうら市発でぐるっと 1 周！140km で獲得標高 300m とい

うスーパーフラットな道のりは、名物のレンコン畑に代表される田園風景に囲まれています。ナショナル

サイクルルートにも指定されたサイクリストウェルカムで走りやすさが特徴のコースです！ 

※かすいちステージは 9 月中旬から 11 月中旬までの期間限定ステージになります。 

 

【浜名湖 1 周（ハマイチ）ステージ】静岡県浜松市、湖西市をまたぐ「浜名湖」を 1 周するコース 

普通のハマイチでは物足りない…そんな健脚サイクリストへ向けた、浜名湖の魅力をより体で感じるこ

とのできるコース。また、各立ち寄りスポットとなっているサイクリストが欲しい機能を備えたバイシクル

ピットで、鰻やしらすなどの名物メニューを食べつつ、このハードなコースのゴールを目指しましょう！ 

 

 

 

 

http://tour-de-nippon.jp/cycle-ball/
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・【福島市・二本松市１周（ふくいち）ステージ】磐梯吾妻スカイラインと福島市・二本松市を 1周するコース 

山岳観光道路「磐梯吾妻スカイライン」を 1周し、吾妻・安達太良連峰の大自然の中を走り抜ける、こだ

わりのヒルクライムルート。序盤は急こう配が続きますが、標高約 1600 メートルの浄土平付近まで登り

きると荒々しい山肌が広がり、ヨーロッパの山岳ルートに匹敵する絶景を堪能できます。温泉やフルー

ツなどの魅力に触れながらゴールを目指す、地元サイクリストおすすめのコースです。 

 

【富士山 1 周（富士いち）ステージ】世界遺産の富士山麓を 1 周するコース 

富士山は見る方角によって顔が違うのをご存知ですか？ 

『富士山御殿場・はこね観光案内所』発着の、ふじいち（富士山一周）をご用意しました。 

地域の名所を巡りながら、常に顔が変わる富士山をご堪能ください。 

 

【琵琶湖 1 周（ビワイチ）ステージ】滋賀県に位置する日本最大の湖「琵琶湖」を 1 周するコース 

日本最大の湖、琵琶湖を一周する「ビワイチ」は、サイクリストの憧れとして大人気。比較的平坦で走り

やすく、琵琶湖を走る爽快感と達成感は髄一。壮大な景色はもちろん、歴史情緒あふれる街並み、地

域グルメや観光も楽しめる人気ルートです。 

また、本ステージは「ビワイチ powered by WINZONE」として、「WINZONE」ブランドのサプリメントを揃

える日本新薬株式会社が地域パートナーとなります。 

 

【淡路島 1 周（アワイチ）ステージ】兵庫県に位置する「淡路島」を 1 周するコース 

瀬戸内海最大の島「淡路島」。関西のサイクリストにはお馴染みの「アワイチ」を 1 周するコースです。 

1 周約 150km で、海あり激坂ありの走っていて飽きないコースです。立ち寄りスポットは淡路島を代表

する観光スポットを数多く設定しています。 

 

【伊豆半島 1 周（伊豆いち）ステージ】静岡県南東部に位置する「伊豆半島」を 1 周するコース 

火山活動によって隆起した伊豆半島の「海」と「山」のはざまを駆け抜けるコースは走り応え抜群。 

エリア毎に実に個性的な風土文化をもち、多様な表情を楽しめるのが伊豆半島。 

長く・険しく、決してヤワじゃないが、サイクリストを飽きさせることはないし、走ったことを後悔させないコ

ースです。 

 

◆参加の仕方 

【1】サイクリングアプリ「ツール・ド」で７大１周コースを登録・掲載 

↓ 

【２】アプリを使用して 1 周を走破 

↓ 

【３】各ステージの窓口で「サイクルボール」を獲得 

↓ 

【４】期間内に全てのサイクルボールを集めると願いの神様が現れる 

↓ 

【５】望みを叶えてもらう！ 
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◆主な「望み」の紹介 

 

【日本新薬株式会社 提供】 

望  み： 山をラクラク攻略したい！ 

紹  介： 筋力アップを目指す人に向けたプロテイン 1 年分セットをプレゼントします。 

提供数： 1 

 

望  み： ロングライドでどこまでも踏める持久力をつけたい！ 

紹  介： 持久力向上を目指す人に向けたサプリメント 1 年分セットをプレゼントします。 

提供数： 1 

 

【マヴィックジャパン株式会社 提供】 

望  み： 軽く、速くを叶えるプレミアムホイールに乗りたい！ 

紹  介： 平坦であろうと登りであろうと、幅広いライディングシーンやレースにて、高速順行性が高く、

エアロ効率、素早い加速とすぐれたライドクオリティを発揮します。 

提供数： １ 

 

【株式会社ネクストスケープ 提供】 

望  み： ソロライドでも安心して休憩したい！ 

紹  介： 振動検知アラームとスマホ通知で大切な愛車を見守ります。 万が一の場合は GPS 追跡

で発見をサポートします。 

提供数： 5 

 

【おたふく手袋株式会社 提供】 

望 み： 汗冷えやベタつきを軽減させたい！ 
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紹 介：吸汗速乾に特化したインナーや温度調整機能付きインナー、紫外線対策に適した 

アームカバーで快適なライドをサポートします。 

提供数：5 

 

【メリダジャパン株式会社】 

望 み：プロ選手と一緒にサイクリングしたい！ 

紹 介：レバンテフジ静岡の選手と走るファンライドにご招待します。 

提供数：5 

 

【株式会社きゅうべえ 提供】 

望  み： 好きな自転車用品が欲しい！ 

紹  介： 「きゅうべえオンラインショップ」で使える 1 万円クーポン券をお渡しします。 

提供数： 200 

 

【ZuttoRide 株式会社 提供】 

望  み： 自転車保険で悩みたくない！ 

紹  介： 対人・対物をカバーする自転車賠償責任保険が最大１億円、さらに事故や故障時に 

自転車を搬送してくれるﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽが 60km ついている『CycleCall』です。 

提供数： 3 

 

【株式会社マルイ 提供】 

望  み： ホイールをグレードアップしたい！ 

紹  介： DT SWISSのアルミ合金製ディスクブレーキ仕様のホイールをプレゼントします。 

提供数： 1 

 

【株式会社シマノセールス 提供】 

望  み： ロングライドでも快適なヘルメットが欲しい！ 

紹  介： 優れた軽量性と通気性でロングライドでも首が疲れにくい軽量ヘルメットです。 

提供数： 5 

 

【TRYCLE 合同会社 提供】 

望  み： 汚れた自転車をピカピカにしたい！ 

紹  介： TRYCLEで行っている洗車メニューのチェーン脱脂・フレーム泡洗浄・注油・ 

バリアスコート施工で愛車をピカピカにします。 

提供数： 10 

 

【ACTIVIKE 提供】 

望  み： 楽に遠くへ速く走りたい！ 

紹  介： 足のアーチのサポートにより足首を安定させてペダリングをスムーズにします。 

提供数： 5 
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◆サイクリングアプリ「ツール・ド」とは？ 

サイクリング専用アプリ「ツール・ド」は、全国のおすすめサイクリングコースが検索でき、選んだコー

ス MAP をスマホで確認しながらサイクリングを楽しめる、サイクリング観光に特化したアプリです。 

途中の「ご当地スポット」へのチェックイン機能、オリジナルフォトフレームでの記念写真機能、ゴール

後の完走特典表示機能などを備えています。 

 

【アプリ「ツール・ド」 ダウンロード情報】 

[iOS] 

https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%89/id1409535232?mt=8

&ign-mpt=uo%3D4 

 

[Andoroid] 

https://play.google.com/store/apps/details?id=tour.de.nippon.app 

 

 

◆本件についての問い合わせ先 

一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン 担当：西川 

Mail:info@roots-sports.jp   TEL: 03-3354-3900 

住所：〒160-0011 東京都新宿区若葉 1-4 四谷弘研ビル 1F 

URL:ツール・ド・ニッポン https://www.tour-de-nippon.jp  

https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%89/id1409535232?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%89/id1409535232?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=tour.de.nippon.app
https://www.tour-de-nippon.jp/

