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ホノルルセンチュリーライドは、初心者やお子様連れのご家族から本格派ライダーまで、どな

たでも楽しめるファンライドイベントです。 また、ハワイで最大かつ最も歴史のあるアマチュア

ツーリング大会でもあります。

このイベントはレース(競争)ではありません。ライダーの体力や当日の体調により、ご自身で

走行距離を選んで折り返すことができ、最長で100マイル(約160km)のロングライドを楽しむこと

ができます。

観光旅行では訪れる機会が少ないオアフ島東部の美しい海岸線や山脈などの風景を楽しみ

ながらの爽快なライドをご体験いただけることと思います。

このイベントを主催するハワイ･バイシクリング･リーグ（HBL）は、ハワイ及びホノルルが自転車

と歩行者にとってより優しい場所になるように、｢Share the Road (道路の共有)｣を理念として活

動を続けている非営利団体です。HBLの活動の一環として長年にわたって開催されてきた｢ホ

ノルルセンチュリーライド｣には、地元だけでなく、日本を含めた海外からも多数のライダーが

集まってきます。

ホノルルセンチュリーライドは、どなたにもご参加いただけるイベントですが、日本とは異なった

交通ルールで、一般車輌が往来する公道を走行しますので、参加者自身の責任のもと、交通

ルールとマナーを守り、安全に気をつけてライドを楽しんでください。

特に初心者の方は、日頃からロングツーリングを経験され、充分に自転車に慣れ親しんだ上

でご参加いただくことをおすすめいたします。

はじめに
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■ 大会名称 ホノルルセンチュリーライド2019
■ 開催日時 2019年9月29日（日）

スタート ： 午前6時15分（予定）
フィニッシュゲートクローズ： 午後5時00分（予定）

■ コース 25マイル（約40km）、50マイル（約80km）、75マイル（約120km）、100マイル（約160km）
カピオラニ公園をスタートし、オアフ島の東海岸を北上するコースで、設定された地
点で折り返し、カピオラニ公園でフィニッシュ。

■ 参加資格 年齢制限なし。
但し、大会当日の年齢が20歳未満の方は保護者の承諾が必要となります。14歳以下
の方は保護者の同伴が必要です。5歳以下の参加者は保護者との同乗が必要です。

■ 参加者数 2019年 1,498人 （日本受付：556人）

■ 申込受付期間 日本での受付期間： 2019年3月1日（金）～9月2日（月）

■ エントリー料 日本受付エントリー料金

＊ 「JAL特典」ご利用のエントリーを用意しています。

4ページおよび「ホノルルセンチュリーライド2019JAL特典資料」をご覧ください。

■ 参加記念品 イベントTシャツ、完走証（完走者のみ）

■ ゼッケン受け取り ゼッケン、イベントTシャツは、9月27（金）、28日（土） に、アラワイ・ゴルフコースの
クラブハウス内、「ゼッケン受取会場」でお渡しいたします。

■ 関連イベント 「ホノルル・アロハファンライド」が、大会当日午前7時30分（予定）より開催されます。
5マイル（約8km）～18マイル（29km）の短い距離のファンライドイベントですので、
小さなお子様連れのご家族には最適です。詳細は、9ページをご覧ください。

■ ホームページ http://www.honolulucenturyride.jp (日本語オフィシャルサイト）

■ 申込方法 スポーツエントリーのウェブサイトからオンラインにてお申し込みください。
スポーツエントリーサイト： http://www.sportsentry.ne.jp  

■ 主 催 HAWAII  BICYCLING LEAGUE
ハワイ・バイシクリング・リーグ （略称： HBL）

■ 協賛 プレゼンティングスポーンサー： 日本航空

■ お問い合せ先 ホノルルセンチュリーライド受付事務局
〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル702
TEL：03-6273-3380 FAX：03-6273-3345 E-mail：100ride@adk.jp
URL：http://www.honolulucenturyride.jp 
営業時間：月～金曜日（祝日を除く）9:30～13:00 / 14:00～17:30

※大会概要の内容は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

エントリー区分 エントリー料

一般エントリー料金
大人 大会当日年齢が18歳以上の方 18,000円

子供 大会当日年齢が17歳以下の方 5,000円

大会概要
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ホノルルセンチュリーライド コースマップ
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＊コース、エイドステーションの場所・時間は変更される場合がありますので、予めご了承ください。
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1. エントリー料

日本の受付事務局に（スポーツエントリーにて）お申し込みいただく場合の料金は下記の通りです。

＊ エントリー料には、自転車レンタル料、自転車運搬料、傷害保険料等は含まれていません。

＊ 未成年(20歳未満）の方がエントリーされる場合は保護者の承認（同意）が必要です。

また、14歳以下の方は、保護者（または保護者が委託した18歳以上の方）とイベント中、常に行動を共にしなけれ

ばなりません。5歳以下の方は、保護者（または保護者が委託した18歳以上の方）との同乗が必要です。

＊ エントリー受付後のキャンセル、名前の入れ替え、権利の譲渡、および参加料の払戻しは一切できません。Tシャ

ツサイズの変更は9月3日（火）以降お受けできません。予めご了承ください。

2. JAL特典のエントリーについて

① JAL割引エントリー

JAL便（ハワイ線）をご利用になって大会に参加される方は、7月31日（水）までの期間限定で、「JAL割引コ

ード」が発行され、一般料金より2,000円値引きした金額でエントリーすることができます（上記大人料金のみ

に適用）。

JAL割引エントリー締切日： 7月31日（水）

＊ 「JAL割引エントリー」で申し込まれる場合は、事前に「JAL割引コード」を取得してください。

特典利用のためには、エントリー手続き時に「JAL割引コード」をご入力いただく必要があります。

なお、エントリー手続き終了後に、遡って適用したり、差額分を返金することはできませんのでご注意ください。

② JALマイルエントリー

JALマイレージバンクのマイルを利用して本大会にエントリーすることができます。

必要マイルは、以下の通りです。

＊ JALマイルエントリーをされる場合は、エントリー手続き時に「クーポンコード」をご入力いただく必要がありますの

で、事前にJALマイレージバンクにて「クーポンコード」を取得してください。

クーポンコードの取得手続きは8月16日（金）までにお済ませください。大会のエントリー手続き（JALマイルエント

リー）の締切日は、一般エントリーと同じく9月2日（月）です。

なお、エントリー手続き終了後に、遡ってクーポンコードをご利用いただくことはできませんのでご注意ください。

＊ JAL割引エントリー、JALマイルエントリーの詳細は、別紙「ホノルルセンチュリーライド2019 JAL特典資料」 をご

覧ください。

申込種別 エントリー料 申込期間 〔予定〕

一般エントリー料金
大人（大会当日の年齢が18歳以上） 18,000円 2019年3月1日（金）

～2019年9月2日（月）子供（大会当日の年齢が17歳以下） 5,000円

※上記の内容は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

エントリー方法（日本申込）
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・大人（大会当日の年齢が18歳以上）：16, 000マイル

・子供（大会当日の年齢が17歳以下）：5,000マイル
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3. エントリー方法

大会オフィシャルサイトから（スポーツエントリー経由）でオンラインエントリー手続きをしてください。

受付期間： 3月1日（金）～9月2日（月）

＊ スポーツエントリーサイトでの申込手続きには、スポーツエントリーの会員登録（無料）が必要となります。

＊ エントリー用紙によるグループエントリー（旅行会社一括申し込み）はお受けしていません。

＊ 未成年（大会当日20歳未満）の方は、保護者の方のご同意が必要です。また、大会当日14歳以下の方は、大会

当日に同行される保護者の方（または保護者が委託した18歳以上の方）も同時期にお申し込みください。

＊ エントリーされた方には、9月中旬頃に「エントリー確認書（ゼッケン引換書）」をスポーツエントリーよりEメールでお

送りいたします。そのため、エントリー時にEメールアドレスのご登録が必要となります（携帯電話のアドレスは不

可（スマートフォンは可））。

※上記の内容は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

エントリー方法（日本申込）
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▼大会オフィシャルサイト
エントリーボタン

※画像は2018年版

▼スポーツエントリー

ホノルルセンチュリーライド

大会オフィシャルサイト： http://www.honolulucenturyride.jp/

※画像は2018年版
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1.ゼッケン受け取り

ゼッケンとイベントTシャツは、9月27日(金)、28日（土）にホノルルでお渡しいたします。

ゼッケンお受け取りの際は「ゼッケン引換書」をご持参ください。

＊ 「ゼッケン引換書」は9月12日（木）頃に、エントリー時に登録されたEメールアドレス宛にメール送信いたします。「ゼ

ッケン引換票」をご持参できない場合は、写真付身分証明書（パスポート等）をお持ちください。但し、代理人（家族

、友人、旅行会社の方等）が受け取られる場合は、「ゼッケン引換書」を必ずご持参ください。

＊ ゼッケン、Tシャツはホノルルで上記の受取期間のみのお渡しとなります。郵送はいたしません。

2. セーフティー・ブリーフィング

9月27日（金）、28日（土）にゼッケン受取会場にて、日本語による「セーフティー・ブリーフィング（安全講

習会）」を実施します（自由参加・無料・申込不要）。日本とは異なる環境、交通ルールでの走行となります

ので、初参加の方やロングライドの経験が浅い方には受講をおすすめいたします。

※上記の内容は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

ゼッケンおよび完走証の受け取り

日時：9月27日（金）午前10時～午後6時 〔予定〕

9月28日（土）午前10時～午後4時 〔予定〕

場所：アラワイ・ゴルフコース クラブハウス2階 ボールルーム 「ゼッケン受取会場」

住所： 404 Kapahulu Avenue Honolulu, Hawaii 96815

6

主催： ホノルルセンチュリーライド受付事務局

日時： 9月27日（金）
①10：30～ ②13：30～ ③14：30～
④15：30～ ⑤16：30～ 〔時間は予定〕

9月28日（土）
①10：30～、②11：30～ ③13：30～
④14：30～ ⑤15：30～ 〔時間は予定〕

受講時間：約30分（講習20分、質疑応答10分）

場所： ゼッケン受取会場

定員： 50名/1回



Copyright © ADK / HONOLULU CENTURY RIDE
Page-

3. 大会記念品販売

HBLでは、ゼッケン受取会場内で、大会記念品販売を

実施する予定です。

日時：9月27日（金）午前10時～午後6時 〔予定〕

9月28日（土）午前10時～午後4時 〔予定〕

※上記の内容は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

ゼッケンおよび完走証の受け取り
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4. 完走証受け取り

完走証は、大会当日（9月29日）の午後5時までに、カピオラニ公園内の完走証受け取りテントでお受け取

りください。お受け取りの際は、ゼッケンをお持ちください。

＊ 完走証はホノルルで上記の期間のみのお渡しとなります。郵送はいたしません。

＊ HBLでは、ホノルルセンチュリーライド2019オフィシャル・バ

イクジャージの販売を予定しています（予定価格：$90）。

日本の受付事務局では、オフィシャル・バイクジャージの

事前予約をオンラインエントリー・サイト（スポーツエント

リー）で受け付ける予定です。詳細は決定次第、オフィシ

ャルサイト等でご案内いたします（6月中旬を予定）。

商品受け取りや支払いは、ホノルルでの記念品販売の

日時、場所となります。

＊2018年のオフィシャル･バイクジャージ（イメージ）

＊ ゼッケン受取会場では、新規エントリー受付も行います。受付日時は上記の大会記念品販売と同じです。

また、大会当日は、カピオラニ公園で大会記念品販売、新規エントリー受付を行う予定です。

＊ ホノルルでの新規エントリー（インターナショナル）料金： イベントTシャツをご用意できない場合があります。

9月27日（金）、28日（土）： 大人$180、子供（大会当日年齢17歳以下）$50

9月30日（大会当日早朝）： 大人$250、子供（大会当日年齢17歳以下）$60
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■ ヒルクライム・チャレンジ

大会当日に「ヒルクライム･チャレンジ」を実施します（事前申込不要）。

コースは、ハートブレイクヒルの頂上付近（ハワイ・カイとサンディ・

ビーチの間）に位置するカメハメ･ドライブ。脚力に自身がある方、

普通のライドでは物足りない方におすすめです。

【ヒルクライム・チャレンジ概要】

日時： 9月29日（日）大会当日 9：00～14：00

場所： Kamehame Drive （カメハメ・ドライブ）

距離：約1マイル（約1.6ｋｍ） 平均斜度：9.11％

参加資格： 20歳以上のホノルルセンチュリライド2019参加ライダー

練習を積んだ方向けのコースです。初心者の方はご遠慮ください。

定員： 先着200名

受付： Hawaii Kai DriveとMaunanani St.の角に設置のチェックインテント

で、チャレンジ前にチェックイン（受け付けを）してください。

記念品： チャレンジコースの頂上まで上られた方には、「ヒルクライム・

チャレンジ・フィニッシャー」のステッカーを差し上げます。

注意事項： 交通規制されていませんので交通ルールを守って走行してください。

コース周辺の住民や車両に注意を払い、それを優先させてください。

坂を下る際は、安全に注意してゆっくりと走行してください。

■ ワンウェイライド

100マイル折り返し地点からフィニッシュ地点までの復路を専用バスで戻る運送サービスを実施します。

一番遠くまで行ってみたいが、完走する自信はないという方におすすめです。

【ワンウェイライド概要】

料金： 7,500円 ＊別途ホノルルセンチュリーライド2019のエントリー料金が必要です。

申込方法： エントリーと同時にお申し込みください。

＊エントリー時にお申し込みができない場合は、受付事務局にお問い合わせください。

定員： 先着50名

申込締切 9月2日（月） ＊定員に達した時点で締め切らせていただきます。

利用条件： ホノルルセンチュリーライド2019参加者ライダー

正午12：00までに100マイル折り返し地点（スワンジー・ビーチ・パーク）に到着し、

12：15までにバス乗車（自転車積載）のチェックインを済ませること。

ｽｹｼﾞｭｰﾙ： 11：30～12：15 100マイル折り返し地点にてバス乗車のチェックイン

12：30 バス出発

13：30（予定） カピオラニ公園到着

注意事項： 申込受付後のキャンセル、名前の入れ替え、権利譲渡、払戻しはできません。

12：15までにチェックインを済まされない場合はサービスをご利用いただけません。自力で

戻っていただくようになります。サービスをご利用されない場合でも返金はできません。

完走距離は50マイルとなります。

※上記の内容は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

関連イベント
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＊2018年ステッカー
（イメージ）
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■ ホノルル・アロハファンライド （Honolulu Aloha Fun Ride）

ホノルルセンチュリーライドの関連イベントとして、「ホノルル・アロハファンライド」が開催されます。

ホノルルセンチュリーライドのコースの一部を使用し、5マイル～18マイルの短いコース設定となっています。

ダイヤモンド・ヘッド・ロード以外はほぼ平坦ですので、小さなお子様連れのご家族やホノルルセンチュリー

ライドの雰囲気を気軽に楽しみたいという方にはおすすめです。

【アロハファンライド概要】

開催日時： 9月29日（日） 午前7時30分スタート 〔予定〕

コース： 5マイル（約8km）、9マイル（約14.5km）、18マイル（約29km）

カピオラニ公園をスタート、フィニッシュ地点とし、ホノルルセンチュ

リーライドと同じコースを走行し て、各折り返し地点で折り返します。

参加資格 年齢制限なし。但し、大会当日年齢が20歳未満の方は保護者の承諾が必要となります。14歳

以下の方は保護者の同伴が必要です。5歳以下の参加者は保護者との同乗が必要です。

申込期間 日本でのエントリー受付期間： 2019年3月1日（金）～9月2日（月）

エントリー料 日本受付エントリー料金：

大人（大会当日年齢が15歳以上の方）： 4,000円

子供（大会当日年齢が14歳以下の方）： 1,200円

＊受付後のキャンセル、名前の入れ替え、権利譲渡、および参加料の払戻しはできません。

＊アロハファンライドにはJAL特典のエントリーは適用されません。

参加記念品 アロハファンライド・イベントTシャツ

ｾﾞｯｹﾝ受取り ゼッケン、イベントTシャツは、ホノルルセンチュリーライドと同じ「ゼッケン受け取り会場」で

お受け取りください。日時、場所については、6ページをご覧ください。

申込方法 ホノルルセンチュリーライドと同様に、スポーツエントリーのウェブサイトからオンラインにて

お申し込みください（4ページをご参照ください）。

スポーツエントリーサイト： http://www.sportsentry.ne.jp 

主 催 HAWAII  BICYCLING LEAGUE （ハワイ・バイシクリング・リーグ）

※上記の内容は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

関連イベント

9

B
C

マウナルア･ベイ･ビーチ･パーク

18マイル折り返し地点
開始 8：15 終了 10：00

C

カピオラニ公園

スタート/フィニッシュ地点
ス タート 7：30

18マイルの往路は右折
してハイウェイに上がる

9マイルの方は、ハイウェイ
へと右折せずに、直進する

ウィルソン･プレイグラウンド

9マイル折り返し地点
開始 8：00 終了 11：00

B

18マイルの復路は、ハイウェイ
27番出口で下りてから右折する

＊折り返し地点（エイドステーション）の位置、時間は
変更になる場合があります。予めご了承ください。

A

フォート･ルガー･パーク

5マイル折り返し地点
開始 7：45 終了 9：00

A

ワイルぺ･ビーチ･パーク
エイドステーション （往路のみ）
開始 8：00 終了 9：30
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1. 保険の加入

万一の事故等に備えて、お客様に海外旅行保険のご加入をおすすめください。ハワイにて医療行為・救

急車等による搬送が発生した場合、高額な費用を参加者ご自身が負担することになります。

2. 初心者は短い距離（コース）の選択を

ホノルルセンチュリーライドのコースは急勾配の長い坂が何か所かあります。初心者や経験が浅い方、体

力に自信がない方は、距離の短いコースへの参加をおすすめします。

3. 日本語ガイドブック、コースマップ

日本語オフィシャルサイトに、「日本語ガイドブック」を掲載しますので、必ずご覧ください（日本語ガイドブッ

クは9月上旬に掲載予定）。

日本語オフィシャルサイト： http://www.honolulucenturyride.jp

＊ 日本語ガイドブックは、参加者にとって必要な現地の交通規則等の安全に関する注意事項が記載されています

ので、お客様に必ずお読みいただくようご案内ください。

＊ コースは変更される場合があります。最新のコースマップは、オフィシャルサイトに掲載いたします。

＊ 印刷したコースマップを、ホノルルでゼッケンと一緒にお渡しいたします。

4. コースの下見

大会当日、お客様が道に迷われる場合が考えられます。お客様に安心して参加していただくために、コー

スを下見する機会を設けていただきますようお願いいたします。

5. 携帯電話の持参

大会当日は、カピオラニ公園内のHBL本部テントに緊急対応電話を設置する予定です（日本語対応電話

も設置予定）。万一の事故や怪我等に備えて、お客様に携帯電話のご利用をおすすめください。

＊緊急対応電話の番号は、9月上旬以降に大会ガイドブック等でご案内する予定です。

HBLはハワイ州およびホノルル市より、コース全域・スタート/フィニッシュエリア（カピオラニ公園）の使用

に関する許可を得て、ホノルルセンチュリーライドを開催しております。大会期間中にこれらの場所で違法

あるいはマナー違反の行為や事故が生じた場合は、HBLが責任を問われ、今後の大会運営に支障をき

たす恐れがあります。これらの状況をご理解いただき、ご協力くださいますよう願い申し上げます。

ホノルルセンチュリーライドでは、参加者がご自身の責任のもとで、交通ルールとマナーを守り、安全にラ

イドを楽しんでいただくことが大前提ですが、旅行会社様には、ツアーに参加されるお客様の安全対策と

して以下をご提案いたします。

ツアー企画に際して（お願い事項）

10
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6. 自転車運搬

大会主催者および日本の受付事務局では、自転車運搬の取り扱いをしておりません。

自転車を日本からホノルルへ持ち込まれる場合、ご自宅⇔日本の空港、日本の空港⇔ホノルル空港、ホ

ノルル空港⇔宿泊ホテル間の自転車の運搬や移動については、お客様ご自身または旅行会社様の責

任でご手配ください。運搬申込方法や費用等については、各取り扱い窓口へ直接お問い合わせくだい。

【JAL自転車無料運搬サービスのお知らせ】

日本航空では、JAL便（ハワイ線）のご利用で本大会に参加される方を対象とした「自転車無料運搬サー

ビス」（日本の空港⇔ハワイの空港）を実施いたします。

申込方法や受付期間などの詳細は、3月中旬頃に発表予定です。

＊JAL便ご利用でも、ハワイアン航空が運行する共同運航便（ハワイアン航空の機材）ではJAL自転車無

料運搬サービスをご利用いただけませんので、予めご了承ください。

＊ホノルルセンチュリーライド専用ツアーにご参加の方も、ご自身によるサービスの申し込みが必要とな

りますのでお気を付けください。

【自転車の空港宅配（自宅から日本の空港）について】

利用される空港や運送会社により利用方法が異なります。また、自転車の宅配を受け付けていない空港や運

送会社がありますので、お早めに運送会社へ「自転車の空港宅配」についてお問い合わせください。

＊下記は2019年2月時点の情報です。予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。

＊自転車輪行専用のダンボールまたはハードケースに梱包してください。

●成田空港

ケイティーシー・ロジ（OLライナー）

TEL：0476-35-2855 ＊電話で、自転車の空港宅配とお問い合わせください。

サイズ：縦横高さの三辺の和が260cm以内

●関西空港

お住まいの地域の「佐川急便」にお問い合わせください（地域によっては取り扱いがない場合があります）。

佐川急便で宅配可能な場合は、「関西エアポートバゲージサービス（〒549-0001 大阪府泉佐野市泉州空港

北1番地 TEL：072-456-8701）」宛てに送ってください。

サイズ：縦横高さの三辺の和が260cm以内＊サイズは事前に佐川急便にご確認ください

●中部空港

お住まいの地域の「佐川急便」にお問い合わせください（地域によっては取り扱いがない場合があります）。

佐川急便で宅配可能な場合は、「中部国際空港 3階手荷物カウンター（〒479-088 愛知県常滑市セントレア

1-1 TEL：0569-38-8562）宛てに送ってください。

サイズ：縦横高さの三辺の和が240cm以内

7. レンタル自転車

現地でレンタル自転車を利用される場合は、お客様ご自身の責任でご手配ください。

8. ホノルルでの自転車の保管

大会主催者および受付事務局では、自転車の盗難や破損等について一切責任を負いません。お客様ご自身

またはツアー催行会社様の責任で保管してください。

また、宿泊先での自転車の保管場所については、利用ホテルにご確認ください。

ツアー企画に際して（お願い事項）
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9. 写真

ホノルルセンチュリーライド2019の公認カメラマン以外が、商用および販売目的で大会およびライダーの

写真を撮影することは禁止されていますので、予めご了承ください。

10. ツアーテント

フィニッシュエリア（カピオラニ公園）のツアーテントは、4月中旬に申込受付を開始する予定です。

11. ツアー情報

日本語オフィシャルサイト内に、ホノルルセンチュリーライド2019の「ツアー情報」（ツアー一覧）を掲載い

たします（JAL便利用ツアーを優先して掲載）。

ツアー情報には、

・「URL」

・「ツアー名」

・「ツアー企画・催行旅行会社名」を掲載します。

オフィシャルサイトへ掲載希望の場合は、下記を

ご覧ください。

●JAL便利用ツアーをご造成の旅行会社様：

JAL担当営業にご連絡ください。

●JAL便以外のツアーをご造成の旅行会社様：

「URL、ツアー名、利用航空会社名、旅行会社名（必要な場合は支店・部署名も）」 と、「ご担当者名、連

絡先（電話番号、メールアドレス）」を、下記受付事務局へご連絡ください。

ホノルルセンチュリーライド受付事務局

E-mail： 100ride@adk.jp

TEL： 03-6273-3380

営業時間： 月～金（祝日を除く）9:30～13:00、14:00～17:30

ツアー企画に際して（お願い事項）

【お問い合わせ先／お申し込み先】

Better Way Tours

E-mail：bwt@hawaiiantel.biz

12

○○○○旅行株式会社

（2017年イメージ）

（イメージ）
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本大会の名称と大会ロゴマーク、大会写真は、HBLおよびホノルルセンチュリーライド受付事務局の

許可なく使用することはできません。ロゴマークおよび大会名称の著作権等に関しましては、

HBLに帰属しており、無断使用を禁じております。

ツアーで使用される場合は、以下の条件の下、事前に許可を得てからご使用ください。

1. ロゴマークの使用について

JAL便利用の「ホノルルセンチュリーライド2019ツアー」の告知や参加者募集印刷物（ツアーパンフレットな

ど）、ウェブサイト、新聞・雑誌等のツアー広告には、大会ロゴマークをご使用いただくことができます。

他の目的ではご使用になれません。

＊ ホノルルセンチュリーライド2019ツアーの「旅行主催者名」や「ツアーの協力・協賛会社名」等を表示する場合は、大

会主催者や大会オフィシャルスポンサーではないことがはっきりわかるように表示してください。

あたかも大会主催者または大会オフィシャルスポンサーであるかのように、誤認・混同させる恐れのある表現、表示

はおやめください。

＊ ツアーテントに取り付ける表示物（バナーやのぼり旗）にも大会名称を使用できますが、大会名称の後に「ツアー」ま

たは「TOUR]の文字をつけてください。なお、ツアーテントに取り付ける表示物に旅行会社以外の企業・団体名を表示

する場合は、企業・団体名の後に「ホノルルセンチュリーライドツアー」または「ツアー」の文字を入れてください。

＊ 製作物（ツアー参加者へ配布する記念品等を含む）に大会名称や大会ロゴマークは使用できません。

ツアー名の中に大会名称が使用されている場合は、記念品等にツアー名を入れることができませんので、予めご了

承ください。

使用可 使用不可

ＡBCDEホノルルセンチュリーライド2019ツアー

ABCDEホノルルセンチュリーライドツアー

ABCDEホノルルセンチュリーライド参加・応援ツアー

ABCDEホノルルセンチュリーライド2019

ABCDEホノルルセンチュリーライド

ABCDEホノルルセンチュリーライド参加・応援

ツアー企画に際して（大会名称/ロゴマーク/写真の使用）

2. 大会名称の使用について

「大会名称」は、「ホノルルセンチュリーライド2019ツアー」の告知や参加者募集を目的とした印刷物（ツア

ーパンフレット等）、ウェブサイト、新聞・雑誌のツアー広告およびツアー参加者へ配布する資料にご使用

いただけます。

但し、ツアー名の中に大会名称を入れる場合は、大会名称の後に「ツアー」または「TOUR」の文字をつけ

てください。

また、旅行会社名やオーガナイザー名に続けて（もしくは並べて）大会名称を表示・記載する場合も大会

名称の後に「ツアー」または「TOUR」の文字をつけてください。

例） ツアーの主催会社名またはオーガナイザー名が「ABCDE」の場合：

13
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3.ホノルルセンチュリーライド2019ツアー大会写真の使用について

の告知や参加者募集を目的とした「印刷物（ツアーパンフレット等）、

ウェブサイト、新聞・雑誌に掲載するツアー広告」には、受付事務局が提供するツアー商品造成用写真を

ご使用ください。ツアー商品造成用写真をその他の目的で使用することは禁止されています。

ツアー商品造成用写真およびロゴマークを入手希望の場合は、受付事務局までご連絡ください。

＊ ツアー関係者や参加者が撮影した写真は、ツアーのパンフレットやウェブサイトなどにはご使用いただけません。

ツアー企画に際して（大会名称/ロゴマーク/写真の使用）

4. プロモーションビデオについて
プロモーションビデオは、ホノルルセンチュリーライド2019ツアーの告知や参加者募集の目的でご使用くだ

さい。旅行会社様やスポーツクラブ様の店舗内、ツアー説明会会場での上映・再生や、ツアーを紹介する

ウェブサイトでご利用になれます。

＊ 放送、有線放送、営利目的ではご使用いただけません。ビデオを編集することや、一部分を取り出して利用する

ことは禁止されています。

5. 事前申請について

大会名称、大会ロゴマーク、大会写真を使用される場合は、修正可能な段階で、受付事務局へ原稿をお

送りください。問題がない場合はご使用いただけます。 問題がある場合は修正していただきます。

なお、確認には、営業日で3日程度要する場合がありますので、時間の余裕を持ってご連絡ください。

＊ 大会名称や大会ロゴマークなどを上記の規定外、目的外で使用した場合は、修正もしくは削除ならびに回収をお願

いすることがありますので、予めご了承ください。また、その際の費用等に関しては、作成した側にてご負担願います。

14
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【グループA】

月間走行距離が500km以上、1時間で30km以上の走行が可能で、集団走行に慣れている方。

【グループB】

月間走行距離が200km以上、1時間で20km以上の走行が可能で、長距離の走行に慣れている方。

【グループC】

景色を楽しみながらゆっくりと走行することを目的とする方。小さなお子様と保護者の方。

なお、14歳以下の方は保護者の同伴が、5歳以下のお子様は保護者との同乗が必要です。

＊ 家族同士、友人同士で一緒にスタートされる場合は、走行実績や経験の浅いライダーに合わせたグループを選

択してください。

大会参加者に守っていただきたい出場規則を抜粋いたしました。

お客様にご案内くださいますようお願いいたします。

2. スタート方法について

ホノルルセンチュリーライドでは、技量に応じたグループごとにスタートします。お申し込みの際にご自分

の技量に合ったスタートグループ（下記のA・B・C）を選択してください。

大会当日は、午前6時15分（予定）より順次ウェブスタートします（グループA⇒B⇒Cの順にスタート）。参加

者は午前5時50分までにカピオラニ公園のスタート・スタンバイエリア（カラカウア通り）へ集合してください。

●ホノルル・アロハ・ファンライドのスタート

ホノルル･アロハ･ファンライドは、ホノルルセンチュリーライドのスタート終了後、午前7時30分（予定）に開

始されます。ファンライドに参加される方は、ホノルルセンチュリーライドと同じ、カピオラニ公園のスタート・

スタンバイエリアへ午前7時分（予定）までに、集合してください。

ご参加にあたって（大会規則等）

1. ハワイの交通ルールについて

ハワイでは自転車にも自動車と同じ交通規則が適用されます。センチュリーライドのコースは一般道を使

用しており、一部を除き交通規制は行われませんので、交通規則、標識、信号をお守りください。日本とは

逆の右側通行となりますので、特にご注意ください。また、ご出発までに日本語ガイドブックをお読みくださ

いますようお願いいたします（9月上旬頃よりウェブサイトからダウンロード開始予定）。

15
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3. コースクローズ（ホノルルセンチュリーライド）

50マイル折り返し地点、75マイル折返し地点にコースクローズ時間が設けられます。

コースクローズ後は先に進めません。

コースクローズ後に、先へ進まれた場合、そのライダーは大会を棄権したとみなされます。

コースクローズ時間について、お客様にご案内くださいますようお願いいたします。

ご参加にあたって（大会規則等）

＜50マイルおよび75マイルの折り返し地点＞

50マイル折り返し地点（スタートから約40km地点）は、11時00分にコースクローズ（前進不可）、

75マイル折り返し地点（スタートから約60km地点）は、10時30分にコースクローズ（前進不可）となります。

100マイル折り返し地点方向へ進む方はコースクローズ前に通過してください。

16
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4. ゼッケン着用

ゼッケンは参加者を判別する為に必要ですので、大会中は必ず着用してください。なおゼッケン裏面に、

「参加者氏名」等を記入する欄があります。氏名は活字体のアルファベットで必ず記入してください。

＊ 持病やアレルギーがある方は、病状、薬、アレルギーを記入してください（日本語記入可）。

＊ ホノルルセンチュリーライド専用ツアーにご参加のお客様には、ゼッケン裏面の緊急時連絡先欄に、ハワイでの

ツアーの連絡先（ハワイの旅行会社名またはツアー係員の名前と、ツアー名、電話番号）をご記入いただくことを

お客様へおすすめください。

ゼッケン裏面（イメージ）ゼッケン表面（イメージ） ※上記は2018年大会のものです。

5. ヘルメット着用

大会開催中は安全の為、全ての参加者に

ヘルメットの着用が義務づけられています。

6. ヘッドホン禁止

走行中のヘッドホン着用は危険を伴うため、

禁止されています。

ご参加にあたって（大会規則等）

17

姓（ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ） 名（ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ）

日常飲んでいる薬

アレルギー

病状

緊急時連絡先（旅行会社名／氏名）

緊急時連絡先（電話番号名）

7. エイドステーション

コース上には、各折り返し地点とキープロジェクト、

ジェイムスにエイドステーションが設置されます。

エイドステーションでは飲み物やフルーツ等を用意

しておりますが、エネルギーの補給のために、

各自が補給食を携行されることをおすすめします。
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8. メカニカルサポートとパンク対応について

各折り返し地点およびエイドステーションで、自転車メインテナンスサービスが行われる予定です（場所に

より対応できるメンテナンスの内容が異なる場合があります。また、修理の内容により有料となる場合が

あります）。

コース上でのメカニカル･サポートについては､サポート車両がコースを巡回しますが、台数が限られてい

るため、対応できない場合もあります。

パンクに備えて、ご自身でパンク修理（チューブ交換）ができるようにしておかれることをおすすめします。

なお、自転車にあったタイヤチューブ2本以上、タイヤレバー、空気入れポンプ等はご自身でご用意ください。

※ 空気入れ用CO2ボンベは、航空機の機内持ち込みや手荷物として預けることができません（航空会社や路線に

より異なる場合があります）。CO2ボンベをご利用の方は、ホノルルのサイクルショップでご購入ください。

※ パンク修理用の接着剤は、航空機の機内持ち込みや手荷物として預けることができません。市販のパンク修理

キットの中には接着剤入りのものがありますのでご注意ください。

※ サポート車両にはスペアチューブや交換部品等の用意はありません。また、修理は応急処置のみとなりまので、

予めご了承ください。

9. 大会前のメンテナンス

大会前にもメカニカルサポートを実施する予定ですが（ゼッケン受取会場、大会当日のスタート地点）、簡

単な点検や応急処置のみとなる予定です。

大会前の自転車のメンテナンスは、ご自身あるいはサイクルショップなどでお願いたいします。

ご参加にあたって（大会規則等）
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1. 道路についてのご注意

安全上、なるべく路肩を走行してください。

尚、コース上には路肩が無い道路や路肩があっても障害物がある場合があります。

また、全ての道路のコンディションは場所によって異なりますので、お客様各自で十分注意し、責任を持っ

て走行してください。

2. 急坂（下り坂）での走行

シーライフ・パーク から マカプウ・ビーチパークまでの間には道幅の狭い急坂があります。

また、サンディ・ビーチ からハワイ・カイ・ドライブまでの帰路にも急な下り坂があります。

下り坂でのスピードには十分気を付けて走行してください。

3. コースサインおよびコース誘導員（コースマーシャル）

コース上にはコースサインが配置されている他、警察官、現地のボランティアによる誘導員が配備されて

おります。走行中は警察官、誘導員の指示に従ってください。

4. 車両注意

道路は一部を除いて交通規制されていませんので、車両に注意して走行してください。特に、後ろからくる

車には十分注意してください。交通規制されていないハイウェイでは、バイクレーン（一番右側のレーン）を

走行してください。

5. 水分補給

走行中は必ず水分補給の為にウォーターボトル等を常時携帯し、15分毎に水分を補給するよう心がけて

ください。

実際にお客様が走行するにあたって、注意していただきたい事項を記載いたしました。

お客様にご案内くださいますようお願いいたします。

ホノルルセンチュリーライドのコースサインは黄色です。

ご参加にあたって（走行中の注意）

19
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ツアー造成用素材

会社名

支店名

部署名

担当者名

住所
〒

電話番号

Eメールアドレス

ツアー名
（決定している場合のみ）

ロゴマーク
（JAL便利用のツアーのみ使用可）

希望する ／ 希望しない

写真
（画像データ）

希望する ／ 希望しない

プロモーションビデオ 希望する ／ 希望しない

A4ちらし（4月完成予定）
（A4サイズ）

希望する（希望枚数： 枚） ／ 希望しない

ポスター（4月完成予定）
（A２サイズ）

希望する（希望枚数： 枚） ／ 希望しない

ホノルルセンチュリーライド2019ツアー造成用の大会写真や大会のちらし、ポスターなどをご利用希望の

場合は、ホノルルセンチュリーライド受付事務局へご請求ください。

ご請求の際は、以下の必要事項をEメールまたはFAXでご連絡ください（下記のフォーマットをご利用いた

だいても結構です）。

ホノルルセンチュリーライド2019ツアー造成用素材請求必要事項

【注意事項】

① ロゴマーク、写真、プロモーションビデオは、オンラインストレージを利用してお渡ししますので、ご請

求後に受付事務局からお知らせするURLからダウンロードしてください。

なお、本紙13、14ページの注意事項をご確認いただいた上で、ご使用ください。

② A4ちらしとポスターは、4月上旬頃に完成予定です。なお、数に限りがありますので、ご希望にそえな

い場合がありますので、予めご了承ください。

③ A4ちらしとポスターは、送料を受取人にご負担いただきます（着払い宅急便利用）。

請求先： ホノルルセンチュリーライド受付事務局 E-mail：100ride@adk.jp  FAX：03-6273-3345


