
問い合わせ先：産業経済部 

観光課観光誘客係 

内線：4670 担当:松井・平林 

電話：0265-22-4852 

F A X : 0265-22-4567 

Email:ecotur@city.iida.nagano.jp 

【内容（基本事項）】 

１ 日時  2019年５月 23日（木） 

午前９時 15分   飯田駅前 パレードスタート 

午後１時 50分頃  大会終了予定 

２ 場所  大会のコースは大きく３つに分けられます。 

○パレードコース    飯田駅→新飯田橋→永代橋信号→弁天橋西信号→水神橋 

       ○周回コース      下久堅地区 

       ○フィニッシュコース  水神橋→松尾総合運動場前 

３ 内容  詳細は「開催チラシ」及び添付資料のとおり 

【アピールポイント】 

○全８ステージで国内の参加チームをそれぞれ応援する「ホームチーム」制で、南信州は、元 F１ドライ

バーの片山右京氏が代表を務める「チーム右京」を応援します。 

○ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ応援Ｔシャツの受注販売を開始します。 

○パレード先導は、市長とボンシャンスの選手、飯田風越高等学校の自転車競技同好会の生徒による走

行で行います。 

○表彰式ではＴＯＪキッズ（小学生）が、プレゼンターとして登壇します。 

【その他】 

○2019ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージは、世界の一流選手が集まる、大会屈指の山岳コースです。 

○ツアー・オブ・ジャパン大会ホームページは http://www.toj.co.jp/です。 

○ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ公式ウェブサイトは http://www.city.iida.lg.jp/toj/です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTN presents 2019ツアー・オブ・ジャパン – 第５ステージ 南信州 開催について 

 

2019年４月 24日（水） 

発表の趣旨 

□ 政策・施策・事業等の発表 

■ イベント等の事前告知 

■ 当日の取材依頼    ■ 市民・対象者等に対する周知依頼 

□ イベント・事故等の事後告知      □ その他 

添付資料の有無 

□なし  ■あり（別添のとおり） 

飯田市ウェブサイトへの掲載 

□なし  ■あり 

□後日掲載（  月  日頃） 

今回で 14回目となる「ツアー・オブ・ジャパン 南信州ステージ」の内容を発表します。 

http://www.toj.co.jp/
http://www.city.iida.lg.jp/toj/
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 NTN presents 2019 ツアー・オブ・ジャパン – 第５ステージ 南信州について 

 

１ 2019 ツアー・オブ・ジャパン全日程  

○2019 年５月 19 日（日）～５月 26 日（日）（ツアー・オブ・ジャパンは今年で 22 回目） 

○全８ステージ（堺・京都・いなべ・美濃・南信州・富士山・伊豆・東京） 

○一昨年の大会から大阪市西区に本社を置く世界的なベアリングメーカー「ＮＴＮ株式会社」

がツアー・オブ・ジャパンの「冠協賛社」 

 

２ 南信州ステージの日程、交通規制等 

○2019 年５月 23 日（木）開催（南信州ステージは今年で 14 回目） 

○飯田駅前を午前９時 15 分にスタートし、市内をパレード後、下久堅周回コースを 10 周回し

て、松尾総合運動場前でフィニッシュ（午後１時 50 分頃までには、終了の予定） 

○レース当日は広範囲において交通規制が行われます。（＊規制時間は、チラシ交通規制図参照） 

○「広報いいだ（５月１日号）」にバス運行の変更事項について掲載 

 

３ 「ホームチーム」について 

（１）ホームチームの取り組み 

 ○地域密着型レースとして各ステージにおいてホームチームを設け４年目 

○南信州ステージは、元 F１ドライバー片山右京氏が代表を務める「チーム右京」を応援 

 

（２）「チーム右京」の応援や交流について 

○ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ応援Ｔシャツ受注販売開始 

   ⇒『詳細は、別添チラシ参照』 

○チーム右京ロゴの入った「応援小旗」「のぼり旗」「チーム紹介チラシ」等を作成 

○４月 24 日（水）9：45～10：30『チーム右京関係者(２名)との交流会』下久堅小学校 

 

４ パレード先導走行について 

○市長とボンシャンスの選手、飯田風越高等学校の生徒が自転車で先導 

 

５ パレード走行「一般参加」について 

▼ＪＲ飯田駅前をスタートし、周回コースのスタート地点となる水神橋までの７.３㎞を走行す

るパレードに、定員 30 人の一般参加者を募集 

○募集人員  先着 30 人 申し込み資格は 18 歳以上（但し、高校生の参加は不可） 

○参 加 費  無 料 （傷害保険についてはご自身で加入） 

○申込方法   参加申込書（南信州ステージ公式ウェブサイトからダウンロード可能） 

○申込開始  ４月 24 日（水） 

○申込締切  ５月 16 日（木）必着（期限前でも定員になり次第締め切り） 

 

６ 「ＴＯＪキッズ」について 

 ○子どもが自転車に興味を持つ環境づくりのため、全８ステージの表彰式に小学生がプレゼン

ターとして登壇 

 ○南信州ステージでは、下久堅と松尾小学校から計７人がおそろいのＴシャツを着て登壇予定 
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７ 「ＴＯＪアンバサダー」について 

 ○ステージに縁のあるレジェンドライダーや関係者がレース解説等で来飯 

○南信州ステージの予定アンバサダーは鈴木雷太氏 

（元オリンピッククロスカントリー日本代表選手、元ダイハツ・ボンシャンス飯田監督） 

 

８ 大会告知チラシ、観戦マップについて 

（１）南信州ステージ開催チラシ・・・「別添」 

○飯田市内全戸配布、周辺町村への順次配布 

 

（２）観戦マップ 

 ○自転車愛好家をはじめ、多くの方に観戦を楽しんでいただくため、４月下旬を目途に作成 

○市役所受付、市内観光案内所での配布のほか、都市部の自転車専門店にも配布 

○公式ウェブサイトからもダウンロード可能 

 

９ 大会ＰＲについて 

▼「ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ写真展」 

４月下旬から南信州ステージ終了まで、市内外４箇所で開催予定 

「飯田市役所ロビー」「飯田駅待合室ロビー」 

「松尾公民館ロビー」「下久堅公民館ロビー」 

 

10 情報発信について 

（１）公式ウェブサイト 

○2019 ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ公式ウェブサイト https://www.city.iida.lg.jp/toj/  

○南信州ステージ観戦応援隊 http://iichari.daa.jp/ouen/ 

 

（２）インターネットのライブストリーミング配信 

○バイクカメラと定点カメラを使った中継映像をインターネットライブストリーミングで配信 

▼世界中どこからでもパソコン、スマートフォンなどで観戦が可能 

※ツアー・オブ・ジャパン組織委員会事務局でインターネットスポーツメディア

「SPORTSBULL（スポーツブル）」での中継映像放送を調整中 

※飯田ケーブルテレビでも中継映像視聴のアクセス方法をホームページで案内予定 

 

（３）飯田ケーブルテレビでの放映 

○飯田ケーブルテレビでレースを生中継（スタート～表彰式まで自宅での観戦が可能） 

 

（４）いいだＦＭ i ステーション(76.3MHz)での聴取 

○飯田エフエム放送の協力で実況生中継 

○沿道での観戦にＦＭラジオを携帯で、全体の最新状況と生の迫力を体感 

 

11 当日の観戦や応援について 

（１）大会本部（松尾総合運動場） 

○大型テレビでのレース観戦 

○冠協賛社「ＮＴＮ(株)」による、屋外授業の開催（詳細は、大会本部チラシ参照） 

○ツアー・オブ・ジャパン応援グッズ（ロゴ入り帽子、ポロシャツ、大会プログラム等）、チー

ム右京応援グッズ（ロゴ入りＴシャツ、タオル等）販売予定 

 

http://iichari.daa.jp/ouen/
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（２）沿道での観戦 

○自転車で疾走する選手を間近にみられるのは、沿道での観戦になりますが、交通規制があり

ますので、コースへの立入りは不可（※注意：事故等を防止するため警備員を配置） 

 

（３）応援小旗 

○地域住民の皆さんが出場チームの国旗を応援小旗として振り、選手に声援を送ることが、焼

肉観戦と共に南信州ステージの応援スタイルで、4,000 枚の応援小旗を地域の保育園児や

小・中学生が作成 

 

（４）チョークイベント 

 ○レース当日、午前９時 15 分頃から山岳ポイント付近（柿野沢区民センター）で選手に応援

メッセージを書くイベントを開催（協力：坂道自転車通勤隊） 

 

 

 

 

 
ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ実行委員会 

事務局：飯田市観光課内  担当 松井・平林  

TEL 22-4852 FAX 22-4567 

e-Mai  ecotur@city.iida.nagano.jp  











材質 ： ポリエステル

サイズ ： SS ～ LL
(161.5 ～ 182cm)

材質 ： ポリエステル

サイズ ： SS ～ LL
(161.5 ～ 182cm)

➡
QR コード

ツアー ・ オブ ・ ジャパン 南信州ステージ応援 T シャツ
受注生産を今年も実施！　1 着からでも OK!

標準 T シャツ

企業向け T シャツ （オーダーメイド）

白枠の中に御社のロゴ、 説明などを追加できます。

企業向け T シャツ作成例

ツアー・オブ・ジャパン　南信州ステージ実行委員会
南信州応援 Tシャツ制作担当：ケー・グラフィックス

￥3,500 円
（消費税、 送料込み）

￥4,000 円
（消費税、
デザイン作成代、
送料込み）

https://tojmstshirt.official.ec/

受注受付ウェブサイトより
ご注文ください。
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ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ応援Ｔシャツ
企業向け Tシャツ作成の流れ

１．直接のご連絡、あるいは専用受注サイトでも発注して頂きます。
　　直接のご連絡：制作担当　ケー・グラフィックス
　　　　　　　　　（Email:gat455@hotmail.com  　電話：090-8440-6394）
　　専用受注サイト

その中から企業向け Tシャツを選択し、
サイズ、数量を選択してください。
※受注生産になりますので、
この時点でご購入となります。

２． 発注後、デザイン作成のためにこちらからメールにて連絡させて頂きます。
その際に御社ロゴ、掲載したい画像などをご提供頂きます。
直接お伺いして提供して頂くことも可能です。
頂いたデータを元に、こちらでレイアウトしたデザインの確認を行って頂きます。
（デザイン修正費用もご購入金額に含まれています。）
デザインテンプレートをお渡しすることもできますので、手書きや写真などをレイアウトしていただいたデータを
お送りしていただくことも可能です。こちらでデータ化致します。

TOJ 南信州ステージ実行委員会

１．受注後、メールにてご連絡

画像データ ロゴデータ

２．Ｔシャツに使用する御社データのご提供

御社

➡

➡

➡

➡

➡
３．デザイン作成

５．Ｔシャツ作成

４．デザインチェック

承認

６．御社に到着

ツアー・オブ・ジャパン　南信州ステージ実行委員会
南信州応援 Tシャツ制作担当：ケー・グラフィックス

発送

pdf or 印刷物を送付

（https://tojmstshirt.official.ec/）

裏表

裏表 裏表

裏表

2019
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