
  

出 発 日 平成27年11月28日（土）1泊2日
募集人員 大阪・名古屋方面発　各120名（大阪方面は大人のみ）

募集期間
最少催行人員 各50名

平成27年7月31日（金）～11月6日（金）

ー MY自転車で大会に参加しよう! ー
近鉄サイクルトレインで行く 名古屋発大阪発

第 2回 １泊２日

大人
小人

近鉄名古屋
20,450 円

18,540 円

近鉄蟹江
20,270 円

18,440 円

霞ヶ浦
19,890 円

18,250 円

江戸橋
19,210 円

17,910 円

旅行代金 ホテル志摩スペイン村泊　
（お1人様）

大阪方面発

名古屋方面発

大人
大阪上本町
21,000円

★ 鶴　橋
21,000円

長　瀬
20,790 円

  ★ 大和八木
20,460 円

伊賀神戸
19,610 円

2名1室利用／1泊2食付

 ※「伊勢志摩サイクリングフェスティバル」への参加は事前申込みが必要です。
　　大会への参加費は含まれておりませんので、別途各自お申込みください。
【旅行代金に含まれるもの】近鉄運賃、バス代、自転車配送代、宿泊代（1泊夕朝食付）、諸税等
 ※ 1泊朝食付プランもございます。詳しくは近鉄駅営業所にてお問合せください。

※上記旅行代金は2名1室ご利用の場合の料金です。1名1室、3名1室（ホテル志摩スペイン村／シーズンインア
　ミーゴスのみ）、4名1室（ホテル志摩スペイン村のみ）ご利用の場合の料金については近鉄駅営業所にお問合せ
　ください。
※★の駅から乗車の方は自転車を袋にいれて（輪行）ご乗車ください。
※1日目・2日目の昼食は各自ご準備ください。
　（ただし、伊勢志摩サイクリングフェスティバル参加の方の2日目のご昼食は大会参加費に含まれます。）

シーズンインアミーゴス／リゾートイン磯部泊　

 ※「伊勢志摩サイクリングフェスティバル」への参加は事前申込みが必要です。
　　大会への参加費は含まれておりませんので、別途各自お申込みください。
【旅行代金に含まれるもの】近鉄運賃、バス代、自転車配送代、宿泊代（1泊素泊まり）、諸税等
 ※ 朝食は軽食サービスあり（パン・コーヒーのみ）

大人
小人

近鉄名古屋
10,300円

8,540 円

近鉄蟹江
10,120円

8,440 円

霞ヶ浦
9,740 円

8,250 円

江戸橋
9,060 円

7,910 円

大阪方面発

名古屋方面発

大人
大阪上本町
11,000円

★ 鶴　橋
11,000円

長　瀬
10,790 円

  
円

★ 大和八木
10,460円

伊賀神戸
9,610 円

2名1室利用／素泊まり

※往路・復路とも賢島駅ー志摩スペイン村間はバス利用となります。自転車はトラックにて配送いたします。
※サイクリング中の事故について、当社は一切責任を負いません。
※★の駅からは輪行のお客様のみ乗降可能です。
※ 添乗員は1日目の大阪上本町駅・近鉄名古屋駅から賢島駅までと、2日目の賢島駅から大阪上本町駅・近鉄名古屋駅までのサイクルトレイ
　ン車内のみに同行いたします。
※リカンベント・ピストバイク（固定ギア車）・タンデム自転車による参加はできません。

行　　程 
大阪方面発

往路
【11/28㈯】

大阪上本町 ★鶴　橋 長　瀬 ★大和八木 伊賀神戸 賢　島 志摩スペイン村
12：00頃着 事前受付場所

復路
【11/29㈰】

大会会場

大阪上本町★鶴　橋長　瀬★大和八木伊賀神戸賢　島志摩スペイン村
15:30～16:00頃発

8:30頃発
参加者はバス
※自転車は
トラック配送

参加者はバス
※自転車は
トラック配送

名古屋方面発
往路

【11/28㈯】
近鉄名古屋 近鉄蟹江 霞ヶ浦 江戸橋 賢　島 志摩スペイン村

10：00頃発

13：10頃着 事前受付場所

近鉄名古屋近鉄蟹江霞ヶ浦江戸橋賢　島志摩スペイン村
大会会場

復路
【11/29㈰】

15：00頃発

18：30頃着参加者はバス
※自転車は
トラック配送

参加者はバス
※自転車は
トラック配送



（詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししておりますので、事前にご確認の上、お申込みください。）

お客様担当者（外務員）氏名：

3.旅行内容の変更、旅行の中止
①当社は、天災地変・暴動、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令などの事由でパンフレットの旅行日程どおりの実
施が不可能なときは、当該旅行の実施を中止するか、旅行日程を変更することがあります。
②パンフレットに明示してある最少催行人員に満たないときは、旅行を中止する場合があります。その場合旅行開始の14日前（日帰
り旅行は4日前）までにご連絡します。

4.添乗員等
①添乗員同行プラン
コース名欄に添乗員同行と表示のあるものは、添乗員が同行いたします。
●添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
●一部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの
行程については添乗員は同行いたしませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていた
だきます。
②個人旅行プラン
個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたし
ますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
③現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする
事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

5.特別補償
当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところにより、お客様がその生命・身
体又は手荷物等の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。

6.その他・基準期日
　この旅行条件は、平成27年7月1日現在を基準としております。

1.旅行の申込み
　当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お
申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。

2.取消料
　お客様は下記の取消料を支払って旅行契約することが解除できます。
　尚、当社の責とならない事由による取消しの場合も下記の取消料を頂きます。

取消日 旅行開始日の前日から起算して
10日～8日前 7日～2日前

旅行開始後及び
無連絡不参加前日 当日

（旅行開始前）
取消料率 30％20％ 40％ 50％ 100％

取消日 旅行開始日の前日から起算して
20日～8日前 7日～2日前

旅行開始後及び
無連絡不参加前日 当日

（旅行開始前）
取消料率 30％20％ 40％ 50％ 100％

旅行代金 5,000円以上
10,000円未満5,000円未満 30,000円以上

お申込金 1,000円 2,000円

10,000円以上
15,000円未満
3,000円

15,000円以上
30,000円未満
6,000円 10,000円

②宿泊を伴う旅行

①日帰り旅行の取消料

お客様の都合で出発日の変更・人員減の場合も取消料をいただきます。

お客様へのご案内（募集型企画旅行）

お申込み・お問合せは次の近鉄駅営業所へ
（いずれも駅構内にあります。）

旅行代金のお支払いは振込でもOK!

※所定の手数料、商品配送料はお客様負担となります。
※お電話でのお申込みは出発日の１５日前までにお申込みください。

大阪市天王寺区上本町６-１-５５　http://www.kintetsu.co.jp/

大阪府知事登録旅行業第２-２７２８号　一般社団法人 全国旅行業協会 正会員

旅行企画
実施

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この
ご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく
上記各駅営業所の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

個人情報の取り扱いについて

電話で
お申込み 代金振込み 出発

国内旅行業務取扱管理者：若林寿光

出発
までの
流れ

ご案内送付 クーポン送付

（1）近畿日本鉄道株式会社（以下「当社」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や
　　運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
（2）当社は、近鉄グループ企業、販売店および当社が提携する企業が取り扱う商品、サービスに関する情
　   報をお客様に提供させていただくことがあります。
（3）上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社のホームページでご確認ください。

■チェックイン 15:00
■チェックアウト 11:00
■部屋タイプ
　ツイン（定員2名～4名）
■夕 朝 食　 バイキング
■アクセス　大会会場からシャトルバスにて約5分

パルケエスパーニャに隣接するリゾートホテル。
パークとは連絡通路で結ばれているので、
大会会場へのアクセスも便利です！

ホテル志摩スペイン村

■チェックイン 15:00
■チェックアウト 10:00
■部屋タイプ
　ツイン・トリプル
■アクセス　大会会場から
　シャトルバスにて約2分

シーズンインアミーゴス
■チェックイン 15:00
■チェックアウト 10:00
■部屋タイプ　ツイン
■アクセス　大会会場から
　シャトルバスにて約15分
　志摩磯部駅から徒歩1分

リゾートイン磯部

名古屋発 賢島駅 大阪発

サイクルトレイン 宿泊について
※自転車は大会会場の臨時保管場所でお預りします。
　（警備員配置。鍵は各自ご準備ください。）
※ホテル客室内、ロビーには自転車をそのまま持込む
　ことができません。
　（客室内へ持込みを希望される場合は輪行袋に入れ
　　てください。）
※シーズンインアミーゴス、リゾートイン磯部周辺に
　は飲食施設がありません。
　予めご用意頂くか、オプションの弁当（松花堂弁当
　1,620円税込）をお申込みください。


