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【ツアー・オブ・ジャパンとは】 

 

 ツアー・オブ・ジャパンは、1982年から1995年まで14回に渡り開催されていた「国際サイ

クルロードレース」を継承する国内最大規模の自転車ロードレースです。1996年、UCI（国

際自転車競技連合）にステージレースとして公認されたことを機に、その名称をツアー・オ

ブ・ジャパンに変更し、第1回大会が開催されました。 

 2013年の第16回大会より、レースクラスが国内のステージレースとしては最高クラスの

UCI-2.1となり、世界に18チームしかない最高峰のUCIワールドチームや、世界トップレベル

で活躍する強豪選手が参戦、アジア屈指の国際レースとなります。また、日本国内で行われ

るロードレースとしては、都府県をまたぐ唯一のステージレースであり、その規模は一般公

道を使用する全てのスポーツイベントの中でも最大クラスといえます。 

 全ステージを通じて約30万人の観客が会場や沿道に集まり、日本国内では貴重な存在と

いえる公道開催型の自転車ロードレースとしてたくさんの声援を受けています。更に、レー

スだけでなく各開催地では出場選手や関係者などが講師として参加する子供向け自転車教

室や各種イベントなどを開き、ロードレース・自転車を通じて各開催地域との交流も積極的

に進めています。 

 

 

 

ツアー・オブ・ジャパンツアーマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【大会開催概要】 

 名称：UCI公認国際自転車ロードレース『第19回ツアー・オブ・ジャパン』 

 クラス：UCIアジアツアー2.1 

主催：自転車月間推進協議会 

主管：ツアー・オブ・ジャパン組織委員会(事務局：一般財団法人日本自転車普及協会) 

競技主管：公益財団法人日本自転車競技連盟 

後援：内閣府／総務省／文部科学省／経済産業省／国土交通省／消費者庁／東京都／ 

大阪府／三重県／静岡県／公益財団法人JKA／朝日新聞社／日刊スポーツ新聞社 

協力：堺市／京都府／京田辺市／精華町／岐阜県／美濃市／いなべ市／飯田市／ 

飯田観光協会／小山町(静岡県駿東郡)／伊豆市／ 

一般財団法人日本サイクルスポーツセンター／東京港埠頭株式会社 

チーム編成：9名（選手6名／監督1名／メカニック1名／マッサー1名） 

出場チーム：全16チーム（海外8チーム・国内8チーム） 

競技規則：UCI（国際自転車競技連合）規則及び本大会特別規則による 

開催期間： 

5月29日（日） 堺ステージ 2.65km 

5月30日（月） 京都ステージ 105.00km 

5月31日（火） 美濃ステージ 139.40km 

6月 1日（水） いなべステージ 130.70km 

6月 2日（木） 南信州ステージ 123.60km 

6月 3日（金） 富士山ステージ 11.40km 

6月 4日（土） 伊豆ステージ 122.00km 

6月 5日（日） 東京ステージ 112.70km 

全走行距離 747.45km 

 

公式サイト： http://www.toj.co.jp/ 

公式提供物：下記よりロゴ、各ステージマップ、画像、映像などダウンロード下さい 

（注意） 

1. 本大会広報以外への使用はできません 

2. 加工、修正はできません 

3. 著作権は全て本事務局に帰属します 

URL: https://goo.gl/QAnVOx 

 

  



出場予定チーム紹介（2016.5.10 現在） 

 

 

海外チーム 

 

ランプレ・メリダ＜イタリア＞ 

UCI World Team 

 

NIPPO ヴィーニ ファンティー二＜イタリア＞ 

UCI Professional Continental Team 

 

ユナイテッドヘルスケア プロフェッショナルサイクリングチーム＜アメリカ＞ 

UCI Professional Continental Team 

 

ピシュガマン ジャイアント チーム＜イラン＞ 

UCI Continental Team 

 

アタック・チームガスト＜台湾＞ 

UCI Continental Team 

 

タブリーズ シャハルダリ チーム＜イラン＞ 

UCI Continental Team 

 

アヴァンティ アイソウェイ スポーツ＜オーストラリア＞ 

UCI Continental Team 

 

トレンガヌ サイクリングチーム＜マレーシア＞ 

UCI Continental Team 

 

 

国内チーム（ナショナルチーム以外はすべて UCI Continental Team） 

 

ブリヂストン アンカー＜日本＞ 

 

チーム右京＜日本＞ 

 

愛三工業レーシングチーム＜日本＞ 

 

マトリックス パワータグ＜日本＞ 

 

宇都宮ブリッツェン＜日本＞ 

 

シマノ レーシングチーム＜日本＞ 

  

キナン サイクリングチーム＜日本＞ 

 

日本ナショナルチーム＜日本＞ 

  



取材に関して 

 

2016年5月29日(日)～6月5日(日)に開催されます、「第19回ツアー・オブ・ジャパン」の 

取材についてご案内致します。皆様に支障なくご取材頂くために、下記の要領にて取材・

報道体制を整えておりますので、ご一読の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

本大会取材に関しましては、スポーツ報道として本大会以外の目的での取材はできませ

ん。大会期間中の報道取材活動につきまして、当日の関係者の指示並びに下記の要項に著

しく逸脱した場合は、ご取材をお断りする場合もございます。予めご了承下さい。 

 

1. 取材申請 

取材申請は オンライン申請（http://www.toj.co.jp/?tid=100698）より申請ください。

人数調整が必要な場合や取材をお断りする場合には広報・PRチームよりご連絡致します。

フリーランスの方は、掲載媒体名、掲載日、掲載内容を必ず明記して申請願います。 

各ステージ実行委員会関連の取材申請も同様に申請くださいませ。 

 

２. 取材諸注意 

(1) プレス受付 

各ステージのプレスルームで行ってください。ご本人確認のため名刺を1枚提出頂きま

す。複数でおいでの際は代表者の方の名刺を提出くださいませ。 

(2) パス発行 

記者、ライターの方にはMEDIAパスを発行致しますので取材中はMEDIAパスを着用して下さ

い。なお、取材終了後のMEDIAパスは各自処分ください。当日の申請者については、広報

が取材承認をした場合に限り発行します。 

 

ORGANIZER（青色）：公式カメラマン及び公式ライター 

MEDIA（緑色）：記者、ライター（取材エリアに制限がある場合が 

ありますので現場指示に従い下さい。） 

  



(3) ビズス貸出 

カメラマン（映像・静止画像含む）の方はビブス着用が必要ですのでプレステントにて貸

出します。ビブスは原則として、事前に撮影取材申請のあったメディア・撮影者に対して

貸出致します。終了後はプレスまで必ずご返却ください。止むを得ず返却できない場合は

プレスまで連絡を入れ、TOJ事務局（品川区上大崎3-3-1自転車総合ビル4階）まで元払い

にて送付ください。 ビブス種別は下記参照ください。 

⚫TOJオフィシャルカメラマン ⚫TOJオフィシャルテレビ ⚫スチルカメラマン ⚫ビデオカメラ(記者/カメラ) ⚫その他カメラ ⚫その他カメラ 

 

 

 

 

赤ビブス：撮影場所、プレスカー乗車が基本は優先となります。 

水色ビブス：赤ビブスと同様扱いとなります。*日本テレビ撮影班用 

緑ビブス：スチルカメラマンへ貸与いたします。 

青ビブス：ムービーカメラマンと記者・カメラマンを兼任する者に貸与いたします。 

黄ビブス：各ステージ実行委員会及びその他のカメラマンへ貸与いたします。 

黒ビブス：いなべ市役所専用ビブス。スタート/フィニッシュエリアは入場不可。 

 

(4) 駐車場 

報道用の駐車場はございません。近隣の一般駐車場、臨時駐車場をご利用下さい。 

スタート地点とフィニッシュ地点が異なるステージ（京都、美濃、いなべ、南信州、富士

山、東京）では事前に各ステージまたは広報へお問い合わせください。 

(5) プレスルーム 

プレスルームは各ステージのフィニッシュ付近にテントを設けており、MEDIAパス発行、

ビブス貸出・返却、報道資料、リザルト、インターネット（WI-FI）環境、AC電源をプレス

ルームに用意します。電話・ファックス回線、プリンターの設置はございません。 

(6) 選手・監督インタビュー 

各ステージ表彰式後に、ステージ優勝者及び各賞選手の共同インタビューをプレスルーム

にて行います。これ以外のインタビューをご希望の場合はプレスへお申し付け願います。 

(7) 表彰式 

原則、レース終了後速やかに開始いたします。撮影、取材が可能となる指定エリアを設置

します。 

  



(8) オフィシャル映像・写真 

報道目的としてオフィシャル映像・写真をご希望の方はプレスまでお申込み願います。素

材の受け渡し方法は、後日ご連絡いたします。 

(9) その他 

媒体社からの派遣でない場合は、取材をお断りする場合がございます。カメラマンの方で自

社腕章をお持ちの方はなるべく付帯いただきますようお願いいたします。また撮影では一脚

のみ使用可能です。会場により撮影、取材エリアに制限を設ける場合がございます。危険防

止のため、現地係員の指示に従っていただきますようお願いいたします。また、係員の指示

に著しく逸脱した場合は、取材をお断りする場合がございます。最終的な選手のスタートリ

ストは、前日の発表となります。 

プレスルームテント内は禁煙です。貴重品、カメラ等の破損や紛失、取材中の事故・怪我

などにつきましては、大会運営各社は一切の責任を負いませんので予めご了承願います。 

 

３. 取材エリアと規制について 

(1) 全ステージ 

競技コース内、ライセンスコントロール、監督、ドライバーズ、コミセール等すべてのミ

ーティングは取材、撮影不可となります。 

競技の妨げにならない限り、コース周辺からの撮影・取材は原則として可とします。また

競技規定・競技状況に応じて、すべての撮影・取材エリアへの入場人数を制限する場合が

ありますのでレース当日の現場指示に従ってください。 

スタートエリアに関しては、安全面の配慮から撮影・取材エリアを限定させていただきます。

なお、スタート前のコース内での撮影は可とします（東京ステージを除く）がスタート2分

前、オフィシャルはスタート1分前までとし、規定時間でコース外にご移動下さい。 

フィニッシュエリア内での撮影はビブスのいずれかを着用した者に限りますが安全面の配

慮から撮影・取材エリアを限定させていただきます。 

(2) 東京ステージ 

スタート地点の撮影・取材エリアには制限があります。 

フィニッシュ地点では原則として記者のみがプレステントに入場可となります。 

競技中にプレスルームテントからの撮影は原則禁止とします。 

 

４. プレスカーの利用手順 

プレスカー運行は、競技スタート直後から開始し、その後はレース展開を考慮しながら巡回い

たします。赤ビブス着用者は優先となりますのでご注意ください。 

レース終盤は、周回遅れの選手が生じるなどの理由で運行が予告なしに中断、あるいは中止す

ることが想定されますので、余裕を持ってフィニッシュ地点まで戻るように各自ご判断くださ

い。  

  



第1ステージ 堺 （競技中の周回運行はございません） 

第2ステージ 京都 

第3ステージ 美濃 

第4ステージ いなべ 

第5ステージ 南信州 

第6ステージ 富士山（競技中の運行はございません） 

第7ステージ 伊豆（運行制限、運行ルート制限あり） 

第8ステージ 東京（競技中の周回運行はございません） 

 

５. 掲載記事 

大会に関する取材掲載記事は掲載紙・雑誌を広報・PRチームまで必ずお送り頂きますよう

ご協力お願い致します。 

６. スケジュール 

スケジュールは変更になる場合がございます。大会期間中はプレステント内の掲示板をご

確認ください。変更があった場合、随時修正版を掲示いたします。 

（1）前日記者会見 

日時：5月28日 

時間：17:00-17:30（会見）17:30-17:45（お茶体験） 

場所：さかい利晶の杜内観光案内展示室 

住所：〒590-0958 大阪府堺市堺区宿院町西2丁1-1 

TEL：072-260-4386FAX：072-260-4725 

参加：選手、監督数名（未確定） 

（2）ウエルカムパーティー 

日時：5月30日 

時間：19:00-20:00 

場所：緑風荘 

住所：岐阜県美濃市港町3946 

TEL: 0575-33-1268 

（3）各ステージイベント 

堺： 

①9:00-9:30 チャンピオンシステムサイン会（大仙公園内） 

②イベントステージ・飲食（大仙公園内） 

京都： 

①飲食（JA 普賢寺・けいはんなプラザ） 

②精華町東畑の「みんなの元気塾」「東畑集会所」に数店 

③普賢寺ふれあいの駅では玉露接待、茶席 



④ステージイベント（けいはんなプラザ） 

⑤ウィーラースクール： 

2016年5月30日（月） 

① 10:45～11:30…普賢寺小学校 1･2･3年生（40人） 

② 11:35～12:20…普賢寺小学校 4･5･6年生（34人） 

③ 12:15～13:45…普賢寺幼稚園 5歳児年長（28人） 

（3・4歳児38人は見学） 

開催場所 

①、②…普賢寺小学校グラウンド（雨天時は普賢寺小学校体育館） 

③…普賢寺幼稚園ホール及び園庭（雨天時は普賢寺幼稚園ホール） 

内容： 

講義 交通ルールとマナーを学ぶ（ビデオ、紙芝居等） 

実技 自転車の乗車テクニックや楽しみ方を学ぶ 

美濃： 

①和紙の里芝生広場 おもてなしコーナー・飲食  

②フォトコンテスト（6/11 まで） 

③ウィーラースクール 

2016年5月31日（火） 10:30頃～12:30頃（レース予想ゴール時間12:45頃） 

開催場所： 

美濃和紙の里会館駐車場（岐阜県美濃市蕨生1851-3） 

内容： 

一般向け自転車安全教室（自転車は基本的に参加者自身が持ち込み） 

いなべ： 

① 9:00-9:30 チョークイベント（KOM 地点）  

② 飲食（農業公園梅林公園） 

③ 南信州： 

①9:15 チークイベント（KOM）  

②飲食（松尾総合運動場） 

富士山：なし 

伊豆： 

①バーベキュー 

東京： 

① 弱虫ペダルチャリティーサイン会（大井埠頭公園） 



② 9:00-9:30 チャンピオンシステムサイン会（日比谷公園） 

③ 飲食（大井埠頭公園内） 

 

７ シャトルバス 

一般観戦客用および定期バスのため、メディア専用のシャトルバスはありません。下記ス

テージでは交通規制中でスタート位置とフィニッシュ位置が異なりますので移動はご自信

で移動されるか下記ステージで運行する無料・有料シャトルバスをご利用ください。 

 

・堺ステージ  運行なし 

 

・京都ステージ      奈良交通バス（路線バス） 

近鉄三山木、JR三山木駅バスターミナル〜普賢寺まで¥230、水取まで¥290 

問い合わせ：奈良交通バス京都営業所

http://www.narakotsu.co.jp/company/eigyosho.html 

 

・美濃ステージ      無料シャトルバス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



・いなべステージ 無料シャトルバス（三重交通） 

 

阿下喜バスのりば（阿下喜駅西）→エコ福祉広場駐車場（片道） 

阿下喜バスのりば（阿下喜駅西）⇄長尾交差点南付近（往復） 

藤原工業団地駐車場    →エコ福祉広場駐車場（片道） 

表彰式後にフィニッシュ地点から藤原工業団地経由の阿下喜駅行きのバスが出ます。 

 

・南信州ステージ 運行なし 

 

・富士山ステージ 無料シャトルバス 

往路①9:00 道の駅すばしり大型駐車場発〜五合目 

往路②9:45 道の駅すばしり大型駐車場発〜五合目 

復路 レース後随時 五合目〜道の駅すばしり大型駐車場 

 

・伊豆ステージ 無料シャトルバス  

往路（伊豆市役所〜修善寺駅〜CSC行き） 

① 8:30 ②9:00 ③10:30 ④11:00 ⑤12:30 ⑥13:30  

復路（CSC発〜修善寺駅〜伊豆市役所行き） 

① 9:30 ②10:00 ③11:30 ④12:00 ⑤13:30 ⑥14:45 ⑦15:00 

 

・東京ステージ 無料シャトルバス （東京都バス） 

往路 内幸町前〜みなとヶ丘ふ頭公園（パレードスタート後）複数台出発 

復路 表彰式後みなとが丘ふ頭公園〜JR品川港南口都バス（14:30最終） 

 

８. 宿泊案内 

宿泊の手配は各自となります。下記オフィシャル旅行代理店までお問い合わせください。 

株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル 

東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル7階  

TEL: 03-5796-5443    FAX: 03-5495-0785 

担当者：小舟 貴喜   Email: t_kofune704@gmt.jtb.jp 

  



９. 食事 

各ステージ食事の提供はございませんので各自となります。 

１０. 放送関連 

①テレビ放送（日本テレビ系列） 

5月22日（日）17:00-17:30 BS日テレ 告知番組 

6月19日（日）11:30-12:30 日テレジータス 東京ステージダイジェスト番組 

6月25日（土）16:00-17:00 BS日テレ 総集編 

②インターネット放送・配信 

5月29日（日）堺ステージから6月5日（日）東京ステージの８ステージをカバー。 

毎日インターネットライブ放送：Abema FRESH! 

毎晩レースハイライト版公開：YouTube『TOJ Dijest』または『TOJ Press』 

GPS位置情報システムでレース展開をライブ配信：スマココ 

 

 

 

 

③ラジオ生放送 

6/1 いなべステージ いなべFM生放送 

6/2 南信州ステージ 飯田FM生放送 

 

 

◆◆◆◆◆◆  取材申請・報道に関する報道関係のお問い合わせ  ◆◆◆◆◆◆ 

第19回ツアー・オブ・ジャパン 広報・PRチーム 

広報官：中野裕二郎（有限会社アスリートバンク）品川区南品川2-6-8 

TEL：090-9023-4814 FAX：03-4333-7194 E メール：yujiro@athlete-bank.com 


