
【こんま亭】 いなべのさくらポークのミートパイ

食べ放題！いなべエイド提供一覧★

いなヴェロ大会ルール・安全走行ガイド AS（エイドステーション）　全６ヶ所

いなべ市の自転車事業について

WEBアンケートのお願い

提供商品は、天候・入荷状況により予告なく変更することがございます。ご了承ください。

CP（チェックポイント）　全12ヶ所

※エイドステーション6ヶ所もチェックポイントです。

※エイドステーションはチェックポイントを兼ねています。

なくなり次第終了！出品物一覧（時間限定品は下記）

本日限定！時間限定品！食べなきゃソンです！

フランス産チーズを使ったふんわりチーズケーキ、マドレーヌ、フィナンシェ、プティマカロン、
フレッシュフルーツ（グレープフルーツ・オレンジ）低糖質パウンドケーキ、
アイスレモングラスティー、濃い～アイスコーヒー

いばら餅、フルーツ（梨、いちじく、ブドウ、栗）、野菜（トマト、きゅうり、とうもろこし、枝豆）
揚げ物（唐揚げ、串カツ、餃子）、漬物（ぬけ漬け、浅漬、梅干し）
ドリンク（スポーツドリンク、緑茶、ほうじ茶、天然水）

いなべの米から作った草餅、いなべの赤飯おにぎり、栗あそび（和菓子）、金魚（水まんじゅう）、
梅ゼリー、いなべ産野菜を使った漬物、梅林公園で採れた梅を使った梅ジュース、スポーツドリンク

【川原】 さくらポーク松葉のあらびきウインナー100本、コーヒージュレ100個
【サンクチュアリ】 藤原サーモンの炊き込みご飯おにぎり300個

【川原】 パウンドケーキ（コーヒー）100個
【サンクチュアリ】 自分で釣って自分で焼く！マスの塩焼き30名

【えぼし】 究極の栗きんとん
【川原】 さくらポーク松葉のにんにくウィンナー100本、オレンジジュレ100個
【サンクチュアリ】 藤原サーモンのカラアゲ300個
【うりぼう】 なつかし田舎寿司100個、絶品五平餅50本、
　　　 　 大人気の「うりぼ～のジェラート」50個

【川原】 ブドウのジュレ100個
【サンクチュアリ】 特製スパイシーカレー300食
【GHIBLI】 フレッシュフルーツひとくちロールパン
【うりぼう】 新米おにぎり50個、やさしいよもぎ餅50個、
　　　 　 茶っぷりんなどデザート50個

【川原】 ピーチのジュレ100個
【サンクチュアリ】 いなべの冷そば・藤原サーモンの甘露煮添え300食
【GHIBLI】 たっぷりカスタードのプチシュー
【うりぼう】 新米おにぎり50個、やさしいよもぎ餅50個、
　　　 　 茶っぷりんなどデザート50個

【えぼし】 究極の栗きんとん
【川原】 さくらポーク松葉のピリ辛ウインナー100本、パウンドケーキ（紅茶）100個
【GHIBLI】 カップパスタ　クリームソース
【うりぼう】 なつかし田舎寿司100個、てづくりおはぎ50個

【こんま亭】 いなべのさくらポークとお野菜のキッシュ

【えぼし】 餅つき大会

【こんま亭】 いなべの季節のパイ

【えぼし】 究極の栗きんとん

【うりぼう】 絶品五平餅50本、大人気の「うりぼ～のジェラート」50個

さくらポークのひとくちメンチカツ、白滝米おにぎり（塩・菜っ葉・しそ）、
味噌汁（干し大根、豆腐入り）みよちゃんの漬け物、まきちゃんの佃煮、ひろき君の梅干し、お茶

↑車が抜かせるスペースを空けて
おきましょう。

↑並列走行は道路交通法違反です。
絶対にお止めください。

↑グループで走る場合は、一列走
行厳守です。

↑ハンドサインを積極的に出しま
しょう。グループ内でも「車来
たよ！」などの声かけを。

秘伝のたれの塩キャベツ、無農薬野菜のコクうまお漬物、コーヒーゼリー、かき氷
湧き水で淹れたホットコーヒー、おいしい湧き水、スポーツドリンク

いなべのキャベツ、いなべの小キャベツ、いなべの茶っぷりん、ブルーベリータルト、
いなべのお野菜たっぷりミネストローネ、ジュレ（石榑茶、紅茶、コーヒー）、ミント水、スポーツドリンク
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いなヴェロ 検 索

まさかのときの
緊急連絡先

TEL.080-9300-8963
個々に救急車は呼ばないでください！
まずは指示を仰いでください。

①【必守事項】ゴールしたら受付で完走証を受け取る！

②シェア・ザ・ロードの走り方をしましょう！

　このイベントでは、参加者のみなさんの安全確認をするために、全員がゴール
をしたかどうかを「完走証の発行」で確認しています。
　制限時間内に梅林公園にゴールし、必ず受付で完走証を受け取ってください。

③交通ルールを守ります！宣言ゼッケン着用
　このイベントは、サイクリストの交通ルール遵守や、マナーの良さが地域から
大変好評を頂いています。今回も、参加者一人一人がより高い意識を持ってイベ
ントに参加していただけるよう、「交通安全宣言ゼッケン」をナンバー入りで配
布しています。ゼッケンの着用が、エイドステーション利用の条件になっていま
すので、ジャージ背面や、カバンなど外から見える場所へのご着用をお願いいた
します。

④スタート前メンテナンス・サポート体制について
⑴スタート前メンテナンス（※メンテナンス内容により有償です）
　　クエスト日進（KINAN Cycling Team オフィシャルメカニック）によるス
タート地点（受付付近）でのメンテナンスを実施しています。
　　お気軽にお声がけください。

草もち　えぼし
　素朴な甘さが口いっぱいに広がる、草もちを中心とした和菓子をご提供いた
します。日頃は、周辺地域の95％の田んぼを預かり、そこで取れた米を加工し
て作った草もちを販売する、６次産業を行っています。
◆いなべ市藤原町古田1162　◇0594-46-2114
◆定休日：水曜日

川原自治会
　TOJでもおなじみ、川原地区での名産「さくらポーク松葉」を引っさげて川
原自治会が初参加です。川原地区では、さくらポークを使用したメンチカツや
ウインナーをはじめ、「東林寺の白滝」にちなんだ「川原白滝米」のおにぎり
や、地元のお母さんの料理をご提供します。
◆いなべ市北勢町川原916-2（川原多目的集会所）

フィッシング＆カフェ　サンクチュアリ
　豊かな自然に囲まれた広大なフィッシングエリアと、ログハウスのオープン
カフェが融合したお店です。絶品の藤原サーモンの提供や、カフェ横の湧き水
で淹れたコーヒーなどをお楽しみください。
　イベント当日の夜には、毎年恒例「竹灯り」が開催されます。
◆いなべ市藤原町山口1872　◇0594-46-8820
◆カフェ定休日：木曜日

patisserie GHIBLI（ギブリ）
　日頃は、生菓子25種類、焼菓子40種類を販売しています。おすすめは「ふ
んわりチーズ」。フランス産チーズを使った半熟のチーズケーキです。
　店名のギブリは、自転車乗りの店長さんがカンパニョーロのホイール名から
名付けました。今回のイベントに合わせ「低糖質パウンドケーキ」を開発！
◆いなべ市北勢町東村1339-2　◇0594-87-7058
◆定休日：水曜日

Patisserie Café　こんま亭
　保存料・着色料は可能な限り使用せず、いなべの自然の大地ですくすく育っ
た元気いっぱいの素材を使用。今回のポスター表紙になっているのはこちらの
「いなべのキャベツ」というシュークリームです！
　その大きさは一見の価値あり！
◆いなべ市大安町石榑東1217-1　◇0594-78-1649
◆年中無休

ふれあいの駅　うりぼう
　さっきまで畑にあった新鮮野菜を農家さんから直接仕入れ、販売をしていま
す。全商品に生産者名を表示し、安心を提供！大人気の「うりぼ～のジェラー
ト」や、「いばらもち」など地元の食材を使った様々なうまいもんを用意して
お待ちしています！
◆いなべ市員弁町大泉2517　◇0594-74-5866
◆定休日：火曜日

⑶事故を見かけたらご協力ください！
　　コース内で、参加者の転倒や、落車などの事故を見かけたら、近くのサポー
トライダーに通報するか、本部緊急連絡先までご連絡ください。
　　事故現場にスタッフが到着するまで、現場管理・保全にご協力ください。

⑵大会をサポートするパトロール隊
　　10名のサポートライダーが市内を巡回します。
　　事故、体調不良、機材トラブルなどでお困りのときは、サポートライダーへ
お気軽に声をお掛けください。
　＜サポートライダーにご協力いただく方々＞
　 ㈱DENSO 自転車競技部の皆様、KINAN AACAスタッフの皆様

KINAN Cycling Team とは？
　KINAN Cycling Team（キナンサイクリングチーム）は、和歌山県に本社を構える
株式会社キナンをメインスポンサーとし、国内外でのレース活動を主とした自転車ロー
ドレースチームです。
　地元の三重県・和歌山県にまたがる熊野地域で毎年行われるUCI（国際自転車競技連
合）公認の国際自転車ロードレース、「Tour de 熊野」での優勝とレースイベントの成
長を最大の目標とし、それにより熊野地域への貢献、地域活性、スポーツ振興、自転車
文化の発展に尽力していきます。
　また、もう一つの活動拠点、愛知県を中心に行われるレース、AACAカップでは、若
手選手の育成や東海地区でのレースイベント活性化と発展に協力していきます。

　三重県いなべ市は、鈴鹿山系の藤原岳・竜ヶ岳・御池岳といった1000m級の山々が
間近にあり、四季を通じての変化に富んだ土地です。その豊かな自然や、美しい風景を
求め、サイクリストが県内外から多く来訪しています。
　そのサイクリストを「おもてなし」するため、いなべ市では平成26年7月より、
「いなべ市サイクルツーリズム実行委員会」を設立。それ以降、自転車を活用したまち
づくりを推進し現在4年目を迎えています。
   平成27年5月より3年連続で、国内最高峰の国際自転車ロードレース、「ツアー・オ
ブ・ジャパン（TOJ）いなべステージ」を開催し、これを契機として、KINAN 
Cycling Teamのホームステージとして、年間を通じて様々なイベントを開催していま
す。より多くの方にいなべの魅力を知っていただくために始めた、この「いなべヴェロ
フェスタ」も２回目を迎えることができました。
　いなべ市内には、今回のエイドステーションの店舗だけではなく、様々な場所にサイ
クルラックが設置されています。ぜひお立ち寄りください。

　いなべヴェロフェスタでは、今後もイベントをより良く改善していくために、参加者
の皆様にアンケートをお願いしています。（フィニッシュ後に入力してください。）
　WEBアンケートご回答者の方から抽選で３名様に、IRCタイヤ様よりご提供の
「ASPITE」が当たります。アンケート期限は、9月25日（月）0時です。

　ご回答の際にはログイン・氏名等は不要ですが、当選賞品発送の連絡のために、メー
ルアドレスの記載が必要となりますのでご了承ください。

2017年在籍選手（写真左より）
トマ・ルバ／リカルド・ガルシア／雨乞　竜己／阿曽　圭佑／ジャイ・クロフォード／
マルコス・ガルシア／山本　元喜／中島　康晴／中西　健児／椿　大志／野中　竜馬

　このイベントだけではなく、今後も自動車と自転車が共存するためには、お互
いが「譲り合う」心を持つ必要があります。
　それぞれが道路を譲り合い、安全に走行を行ってください。

完走証が受け取られていない場合、
行方不明者として扱い、
警察署へ捜索願を出すことになります。
途中リタイアの場合も必ず受付へ報告をするか、
本部（080-9300-8963）に連絡を入れてください。

◆いなヴェロでの皆様へのご提案◆
 車に上手に抜かしてもらいましょう！！

＜ポイント＞
・気配を感じたらスピードを落とす。
・「抜かしていいよ」のサインを出す。
・車が抜きやすいスペースを作っておく。

※写真は特別な許可を得て撮影しています。絶対に真似をしないようご注意ください。

↑パトロール隊（白ゼッケンが目印です）↑交通安全宣言ゼッケン

アンケートフォームは
こちらより

いなべ公園
　員弁大池を抱く、自然豊かな公園です。公園内には、広場や大池にかかる３
つの橋、遊歩道、噴水などがあります。
※チェックポイントになっている場所は、公園内の奥まった場所にある「第三駐車場」です。
裏面マップ拡大図で確認し、お間違いのないようにご注意ください。
　また、公園内では自転車乗り入れ禁止区域もありますので、通行の際はご注意ください。

◆いなべ市員弁町楚原1303-1

三重県民の森
　三重県民の森は、鈴鹿山地のふもとに広がる緑豊かな公園です。
　自然学習展示館や芝生広場をはじめとし、「自然の森」や「野鳥の森」、
フィールドアスレチックのある「冒険の森」で、自然に触れていただくことが
できます。この最南のポイントまで来ていただいた先着100名に、「松の葉サ
イダー」がふるまわれます！
◆三重郡菰野町千草7181-3　◇059-394-2350

大垣市かみいしづ緑の村公園
　芝生広場やBBQ施設、グラウンドゴルフ場、テニスコート、レンタサイクル
など様々な施設でレジャーを楽しむことができる場所です。
　参加者の方に「大垣茶60リットル」のふるまいと、先着50名に「勝どき
茶」のティーバックをプレゼント！
◆岐阜県大垣市上石津町上多々良前ヶ瀬入会1-1　◇0584-45-2287

鞍掛峠（鞍掛トンネル前広場）
　三重県と滋賀県をつなぐ鞍掛トンネル。現在は滋賀県側の崩落により、トン
ネル手前で通行止めとなっています。
　期間限定コースとして、７ｋｍのヒルクライム区間を設定！
　頂上に上りきった方のみ、リストバンドを受け取れます！
◆いなべ市藤原町本郷字鞍掛（国道306号沿い）　※山頂トイレ無し

青川峡キャンピングパーク
　アウトドア雑誌人気ランキングでも常に上位入りをする、国内屈指のオート
キャンプ場。レンタル・販売も充実しているので、手ぶらで来てキャンプを楽
しむこともできます。
　青川峡を訪れ、青川峡のSNSをフォローして頂いた方に、青川峡オリジナル
カラビナを300名限定でプレゼントします！
◆いなべ市北勢町新町614　◇0594-72-8300

マル信　緑香園
　140余年続くお茶屋さん。過去には、全国製茶品評会にて、かぶせ茶部門で
一等一席、農林水産大臣賞を受賞しました。
　甘みと旨味のかぶせ茶・香ばしいいなべのほうじ茶などの飲み比べ、豊潤伊
勢茶バームクーヘンの試食など、エイドステーション級のおもてなしを準備し
てお待ちしています！
◆いなべ市大安町石榑南2225-2　◇0594-78-0027


