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「ロゲイニング」とは、配られた地図をもとに、ランまたはウォークで
チェックポイントを探し、写真を撮って通過証明とし、制限時間内に得
られた点数を競うアウトドアスポーツです。
チェックポイントには、史跡や公園、地元の名店等その土地の観光名
所を設定、歴史や文化を学びながら観光とスポーツを融合させた楽し
さが味わえます。
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知多半島ロゲイニングシリーズ

日常アスリート
  　  知多半島駆 る

け

お問い合わせ先 知多半島ナビ

①朝食・夕食50％OFF！
　（朝食1,030円→500円、夕食一例3,600円→1,800円）
②ドリンク1本プレゼント
③お部屋に男女アメニティ
④夕食時、レストラン花の木でドリンク1杯サービス
⑤天然温泉もりの湯の「温泉の素」
⑥ポカリスエットゼリー

「愛車と一緒に泊まれる宿泊プラン」モニタリング募集中！

あいち健康の森 プラザホテル

〒470-2101　愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山1-1
TEL／0562-82-0235　FAX／0562-82-0236
http://www.aichi-kenko-plaza.com

ロードバイク（自転車）を持
ち込んで宿泊できるよう、
室内にバイクスタンドを設
置した県内唯一のホテル。
2018年3月31日までは、
50名様限定で6大特典（計
3,000円相当）のサービス
がある。　

あいち健康の森
プラザホテル

2018年4月22日(日)   知多半島ロゲイニング in 南知多(仮称) 開催決定！！
南知多町は、愛知県の知多半島南部に位置し半島の先端と沖合いに浮かぶ篠島・日間賀島などの島々からなっています。三河湾国定
公園と南知多県立自然公園に指定されており、名所・旧跡・文化財・祭りなど観光資源は豊富にあり、自然を利用したレクリエーションの
基地としての整備もすすんでいます。
そんな南知多町を舞台にこの度開催が決定致しました。春のあたたかな日差しの中、みんなでロゲイニングを楽しみましょう！

知多半島ロゲイニングシリーズはロゲイニング専用アプリ
「愛ちた！ナビ」を使った大会です。

スマホアプリを使って“サクサク”ロゲイニング！

サイクリングで知多半島をもっと楽しむ！

話題のサイクリングスポット！
NG 

NG NG 知多半島の豊かな風土が育んだ
ブランド牛・知多牛でバーベキュー and ジェラート！

〒475-0966　愛知県半田市岩滑西町2-48-127
TEL／0569-89-8629　FAX／0569-89-9128
営業時間／ランチ11：30～15：00、
　　　　　ディナー17：30～21：00（最大3時間）
定 休 日／月曜（祝日の場合は火曜）、毎月第2月曜と火曜連休
http://www.kuroushi.net/farm

ファームレストラン
黒牛の里（グリルガーデン）

サイクリングの途中、仲間たち
とわいわいとバーベキューは
いかが。ファームレストラン「黒牛の里」のグリルガーデン
では、緑に囲まれた自然あふれる環境の中、柔らかで甘み
のある味わいの知多牛や、新鮮な野菜がたっぷりのバーベ
キューが楽しめる（予約制）。絞りたての濃厚なミルクや、季
節の野菜や果物を使ったスムージーが好評のカフェも併
設。ジェラートショップもあるので休憩スポットとしてもお
すすめ！ジェラートだけでも楽しめます。

●大人（中学生以上）3,000円～（税別） 
　（席料＋BBQ肉盛り＋焼き野菜＋ご飯＋フリーソフトドリンク付き）
●子供（小学生）2,000円～（税別）      
　（席料＋BBQ肉盛り＋焼き野菜＋ご飯＋フリーソフトドリンク付き）
●飲み放題＋2,000円
●ジェラート  シングル300円～（税別）　　　
※3歳未満は無料。3歳～未就学前まで200円。※飲食物の持ち込み不可。

NG サイクリスト御用達の甘味処
ランチメニューも充実！

〒479-0838　愛知県常滑市鯉江本町2-2-1
TEL／0569-35-2626　FAX／0569-35-0202
営業時間／9：00～18：00 ※売り切れ次第閉店
甘　　味／10:00～18：00 ※O.S17:00
　　　　　（土日祝日は～19:00 ※O.S18:00）
定 休 日／月曜（臨時振替休日あり）　
http://ohkuramochi.jp

大蔵餅

6年前、知多半島で初めてロードバイク専用の駐輪場（現
在20台まで可）を設置して以来、サイクリスト御用達の店
として評判の「大蔵餅」。ランチメニューの「おこわ御膳」
（1,080円、10:00～14:00※数量限定、夏季は休）が登
場！餅菓子専門店ならではのほかほかのおこわにお雑煮、
季節の総菜、デザート付きでボリューム満点だ。通年メ
ニューの名物かき氷（550円～）や和風パフェ（1,000
円）、ぜんざい（650円）、開運紅白雑煮（650円）も人気！

ロードバイク
スタンド設置店
第1号

●その他オススメメニュー
　・冷やしわらび餅　950円
　・大蔵あんみつ　　900円

NG ロードバイクのラッピング
オリジナルステッカーのご提案！

〒479‐0829　愛知県常滑市本町1-35
TEL／0569-35-2025   FAX／0569-34-7577
営業時間／8：30～17：30
定 休 日／土、日、祝日
http://seishinsya.co.jp

誠進社

あなたのロードバイクをオリジナルデザインにラッピング
しませんか？
チーム名や会社名など入れて思いどおりのデザインに
ロードバイクを大変身！
世界に 1台のロードバイク！　目立つこと間違いなし！！
オリジナルステッカーの作成も承ります。
デザインから施工までお受けしますのでお気軽にご相談
ください。
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HPアドレス http://chita-roge.asutama.com/ 知多半島ロゲイニング

ペダルハウス

ファミリー向けの3時間とランナー向け
の5時間があり、家族の絆を深めるイベ
ントとして、職場のチームワークづくり
としても最適。参加者には記念品と軽
食、入賞者には副賞も贈呈。

観光×スポーツ
旅するように
歩く・走る　

～常滑 招き猫 フォトラリー～

素敵な賞品をGET!
QUOカード（※枚数限定）など

焼き物の街トコナメ。
市内にある『猫』にちなんだPOINTを巡りながら
写真を撮って、素敵な賞品をもらおう！
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おかえりなさい！

専用アプリを
　　　ダウンロード

さらに、撮影した写真をInstagramにもアップしてね。
沢山の写真が集まったらフォトコンテストも開催します。

０
まずは

＃ペダルハウス
＃pedalhouse17

撮った写真は
に投稿！

TOKONAME  MANEKINEKO PHOTO RALLY

●レンタサイクルに関するお問合せはHPから

HPアドレス  http://pedal-house.com/

さあ、幾つの『猫』POINTを回りまし
たか？お店のスタッフにアプリの写真を
チェックしてもらいましょう。全部回れ
たら素敵な賞品を贈呈いたします。一回
でコンプリートできなくても大丈夫！続
きはまた次回お待ちしています。①右のQRコードからアプリをダウ

ンロードして携帯にインストール
②【厳選！常滑まねきねこMAP】の
アイコンをクリックして起動

※アプリ閲覧時やサイ
クリング中は位置情
報取得の為GPS機
能を使用し、バッテ
リー消費量が多くな
る場合があります。

※写真を撮ることによって
位置のポイントをゲット
することが出来ます。

アプリを使って全部で10の『猫』
POINTをチェック。サイクリング
を楽しみながら市内に点在する
猫たちを見つけてください。

地図の A～K の『猫』POINTを
アプリから撮影。
各ポイントでフォトミッションが
あります。
楽しい写真を撮ってね♥

「愛ちた！
ナビ」アプ

リを

  使ってこ
んな遊びも

！

作戦タイム いよいよスタート！ チェックポイントで撮影

制限時間内にフィニッシュ！ チェックポイント報告と審査 結果発表と表彰式

ロードバイクスタンド設置店マップ
サイクルツーリズムの先進地へ
ガイド付きツアー
話題のサイクリングスポット


