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各位

標記のことについて、下記のとおり九州オルレ（第９次コース）に「島原コース」が認定され、
オープン予定となりましたのでお知らせします。
記
【島原コースオープン・オープニングセレモニー】
１．日

時

２月２３日（日）

２．会

場

秩父が浦公園

１０時３０分～

３．市長コメント
九州オルレ「島原コース」につきましては、平成２６年度から毎年コースを変更しなが
ら申請しておりましたが、今年度６回目の申請でようやく認定を受けることができ、大変
嬉しく感じております。
これからユネスコ世界ジオパーク「島原コース」として、
「島原港」をスタートし、
「九
十九島」や湧水が湧き出る「われん川」、さらに日本で一番新しい山「平成新山」や眉山
の山体崩壊を望み、ひょうたん池をゴールとするジオパーク魅力発見コースとなってお
ります。
今回のオープンを機に是非、多くの皆さんに体験していただくとともに、イベント等を
通して集客に努めたいと考えております。
４．そ の 他

オープニングイベントについては、後日、市ホームページでお知らせします

有明海にひらく湧水あふれる

火山と歴史の田園都市
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2020 年 1 月 15 日

「九州オルレ」の第 9 次コースがオープンします！
長崎県 島原コース、宮崎県 宮崎・小丸川コース
（一社）九州観光推進機構では、韓国をはじめ国内外からの誘客促進のため、九州各県の魅力的なト
レッキングコースを「九州オルレ」として認定し、国内外にアピールしています。
「九州オルレ」コースは、2012 年 2 月に第 1 次の認定コースとして 4 コースがオープンして以来、毎
年新コースをオープンしてきました。この度、第 9 次の認定コースとして新たに下記の２コースが認定
され、全 23 コースとなりましたので、お知らせします。これにより、九州オルレは全 22 コースとなり
ま今回のオープンに当たり、下記のとおりオープニングセレモニーの開催を予定しております。

① 宮崎・小丸川コース (14.3 ㎞ / 4.5～5 時間 / 難易度: 中級)
日時
： 2020 年 2 月 22 日（土） 午前 9 時オープン
スタート地点
： 比木神社（宮崎県児湯郡木城町大字椎木）
フィニッシュ地点
： 鴫野の浜 （宮崎県児湯郡高鍋町大字持田）
オープニングセレモニー会場：比木神社（宮崎県児湯郡木城町大字椎木）
会場までアクセス
：出店バス停（宮崎交通）下車、徒歩約 15 分
コースのみどころ
： 比木神社、城山公園、木城温泉館湯らら、持田古墳群、高鍋大師、
大年神社、鴫野の浜など
お問合せ先
： 九州オルレ高鍋・木城協議会事務局（日向市観光協会内）TEL0982-55-0235
② 島原コース (10.5 ㎞ / 3.5～4 時間 / 難易度: 中級)
日時
： 2020 年 2 月 23 日（日） 午前 10 時 30 分オープン
スタート地点
： 島原港ターミナル （長崎県島原市下川尻町）
フィニッシュ地点
： ひょうたん池公園 （長崎県島原市南下川尻町）
オープニングセレモニー会場： 秩父が浦公園 （長崎県島原市秩父が浦町丁）
会場までアクセス
：島原鉄道・諫早駅→島原駅下車（バス乗換）
・島原駅前バス停→
秩父ヶ浦バス停下車、徒歩３分
島原鉄道・諫早駅→島原港駅下車、徒歩約２０分
コースのみどころ
：平成新山、秩父が浦公園、われん川（導流提）
、火砕流最長到達地点
仁田第一公園からの眺望、がまだすドーム（雲仙岳災害記念館）など
お問合せ先
：島原市しまばら観光おもてなし課 TEL0957-63-1111
★九州オルレとは
「オルレ」とは、韓国・済州島の言葉で「家に帰る細い道」を意味しており、現在では、済州島の
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魅力を広めるために、社団法人済州オルレが提案したトレッキングコースを指しています。「済州オ
ルレ」は 2007 年 9 月にスタートした後、韓国のトレッキング愛好者の間でブームとなり、毎年約 200
万人もの方が訪れています。
九州オルレは、この「済州オルレ」に着目し、その「ブランド力」を活用して、九州各地の魅力的
なトレッキングコースを開発し、日本発のオルレとして「九州オルレ」を韓国市場や国内市場にアピ
ールしているものです。※九州オルレ公式ホームページ：https://www.welcomekyushu.jp/kyushuolle/

既存の九州オルレコース（21 コース）

第１次コース
2012.3

佐賀県 武雄コース 14.5 km

熊本県 天草・維和島コース 12.3 km

大分県 奥豊後コース 11.8 km

鹿児島県 指宿・開聞コース 12.9 km

第２次コース
2013.2

長崎県 平戸コース 13 km

熊本県 天草・松島コース 11.1 km

宮崎県 高千穂コース 12.3km

鹿児島県 霧島・妙見コース 11 km

第３次コース 大分県 九重・やまなみコース 12.2 km 佐賀県 唐津コース 11.2 km
2013.12/2014.3 佐賀県 嬉野コース 12.5 km
福岡県 宗像・大島コース 11.4 km
第４次コース
福岡県 八女コース 11.0 km
2014.12/2015.2

熊本県 天草・苓北コース 11.0 km

第５次コース
2015.11

福岡県 久留米・高良山コース 8.6 km 長崎県 南島原コース 10.5 km

第６次コース
2017.2

福岡県 みやま・清水山コース 11.5 km 鹿児島県 出水コース 13.8 km

第７次コース
2018.3

福岡県 筑豊・香春コース 11.8 km

第８次コース
2018.3

福岡県 福岡・新宮コース 11.9 km

大分県 さいき・大入島コース 10.5 km

九州オルレ訪問実績（推計）
2012 年 3 月～2019 年 3 月

韓国人訪問者数

日本人訪問者数

合計

230,425 名

207,443 名

437,868 名

問い合わせ先＞ 一般社団法人 九州観光推進機構 横山（ヨコヤマ）
Tel:092-751-2947 Fax:092-751-2944 Email:t-yokoyama@welcomekyushu.jp
一般社団法人 九州観光推進機構 Kyushu Tourism Promotion Organization
Tel 092-751-2947 FAX 092-751-2944 http://www.welcomekyushu.jp/
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九州オルレ「島原コース」全体図
スタート 島原港ターミナル
ゴール
ひょうたん池公園
全 長
１０.５ｋｍ（所要時間３.５～４時間）
コース難易度 中級～上級

九州オルレ「宮崎・小丸川」コース 全体図

持田古墳群

スタート：比木神社
フィニッシュ：鴫野の浜
全長：14.3km（所要時間：4～4.5時間）コース難易度：中級

木城温泉館湯らら
START
比木神社と福智王子の墓
竹鳩公園
高鍋大師

坂本坂

大年神社
城山公園

FINISH
鴫野の浜
鴫野の浜

