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■開催（集合）場所

旧和歌山県議会議事堂

12月17日
■開催（集合）場所

旧和歌山県議会議事堂

平成28年平成28年

8：00～15：308：00～15：30
12月17日12月17日土

紀の川エリア観光サイクリング推進協議会

株式会社日本旅行 TiS和歌山支店
〒649-6223  和歌山県岩出市高塚209  和歌山県那賀振興局地域振興部企画産業課内 0736-61-0014

START

真田ゆかりの地
九度山

（昼食・自由散策）

GOAL
旧和歌山県
議会議事堂

新義真言宗
総本山
根來寺

史跡紀伊国分寺跡
歴史公園

岩出市根来を出発し、紀の川流域の景色を楽しみながら真田幸村雌伏の地・
九度山町を自転車で目指します。復路はゆったりとサイクルトレインをお
楽しみください。ゴール地点では、新義真言宗総本山根來寺のご案内と、
電動ロードバイクの試乗会を開催します。

レンタサ
イクル

自転車がなくてもレンタサイクル
（ヘルメット、裾バンド付き：1,000
円別料金）の貸出しがあるので気軽に
参加できます！自転車ビギナーの講習
会を開催しますので安心です。

JR高野口駅→JR下井阪駅（臨時運行）
自転車をそのまま持ち込めます！

※お申し込み等詳しくは裏面へ

和歌山県岩出市根来2347-22

参加者
募集

定　　員　40名（最少催行人員20名）※添乗員の同行はありません
申込期間　平成28年12月９日金まで
旅行代金　4,000円（昼食費、サイクルトレイン運賃、施設入場料、保険代（100円）含む）

サイクルトレインと
戦国わかやま周遊
サイクリング

サイクルトレインと
戦国わかやま周遊
サイクリング

電動ロードバイク試乗会開催！

　ねごろ歴史の丘で貸し出している電動ロードバイ
クを試乗していただけます。
　ぜひ体験してみてください！
時　間：15時30分～16時30分
場　所：旧和歌山県議会議事堂

～岩出 根来から真田・九度山へ～

JR下井阪駅

JR高野口駅

JR和歌山線

紀の
川

●九度山・真田ミュージアム
　（入場券付）
●道の駅「柿の郷くどやま」
　など
　お買い物や見学などを自
由にお楽しみください。

サイクル
トレイン

実施！
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至 橋本→

073-436-1388お問い合せ・お申込みは
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12月17日土
平成28年

8：00～15：30

申込期間 平成28年
12月9日（金）まで

スケジュール

走行コース

9：00
15：30～16：30

8：15
8：00

8：45

申込方法

募集人員

①申込書に必要事項を記入し、郵送、FAXにてお申し込みください。

①スタート/ゴール：旧和歌山県議会議事堂
②真田ゆかりの地　九度山
（昼食、自由散策、九度山・真田ミュージアム入場券付）
③JR高野口駅→サイクルトレイン→JR下井阪駅
④史跡紀伊国分寺跡歴史公園
⑤新義真言宗　総本山 根來寺→ゴール

40名（先着順とします）最少催行人員20名
※添乗員は同行しません。

（約40㎞）

旅行代金 4,000円（昼食費、サイクルトレイン運賃、施設入場料、保険代（100円）含む）

参加資格

申
　
込
　
先

株式会社日本旅行　TiS和歌山支店
〒640-8331　和歌山県和歌山市美園町５丁目61番地
　　 073-436-1388　　　　073-425-1578
※申込書は下記ホームページからダウンロードして下さい。
　　  http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/rentalcycle/sengoku.html

※レンタサイクル代（自転車、ヘルメット）は別料金（1,000円）となります。（限定10台）

●高校生以上の健康な男女で、コースを完走できる走力を有すること。
●イベントルール・交通法規・マナーを遵守できること。
●申込書に記載している誓約事項の内容を了解すること。
●ビギナー講習会（8：15～）は自由参加ですが、レンタサイクル利用
者は必ず受講してください。

受付
ビギナー講習会
開会式
スタート
解散予定／電動ロードバイク試乗会

・法令に基づくブレーキ・ライト・反射材等を装備しており、十分に整備さ
　れたロードバイク、MTB、クロスバイク、小径車を含む公道を走れるスポ
　ーツサイクル車限定。
・リカンベント、ピストバイク、電気自転車、電動アシスト付き自転車、一
　般自転車（ママチャリ）、サイクルトレーラーは不可。

・限定10台　DAHON社製のVISC.P18（小径車で身長142㎝以上185㎝以
　下の方向き）
・レンタル料（ヘルメット、裾バンド含む）は1台1,000円。ぜひご利用く
　ださい。

■使用自転車

■レンタサイクル

■注意事項
・走行コースは一般道路であり交通規制を実施していません。一般車両、歩行者が通行しますの
　で交通法規を順守して安全に走行してください。
・走行中は車両に十分ご注意ください。なお、サイクリングの先頭はイベントスタッフが先導し
　ますので追い抜かさないでください。
・イベントスタッフの指示には必ず従ってください。
・一列走行を遵守してください（並走は禁止されています。）やむなく他の参加者を追い越す場
　合は、声をかけ右側から安全に追い越してください。
・ヘルメット、グローブ（軍手など）を必ず着用して走行してください。
・事前に自転車の整備をしっかり行ってください。
■安全対策等（事故防止対策・補償措置）
・レンタサイクル申込者や初心者の参加者に対してスタート前に「ビギナー講習会」を行います。
・走行及びサイクルトレインの際に、イベントスタッフを配置し、ルート案内を行います。
・イベント参加中に発生した事故については、主催者が契約する保険の範囲内での補償とさせて
　いただきます。補償内容が十分でないと判断された方は、各自で保険にご加入ください。
■当団体が契約する保険の補償内容【傷害保険】（1名あたり）
　死亡保険金額385万円、後遺障害保険金額（障害の程度に応じて）15.4万円～385万円、
　入院保険金日額2千円、通院保険金日額1千円
　※注意点/上記の内容は、状況により補償が適用できない場合があります。
■個人情報の取扱
　申込書の個人情報は、法律及び関連法令などを厳守し適切に処理します。
　なお、参加者の皆様との連絡を取る為に使用させていただく他、紀の川エリア観光サイクリン
　グ推進協議会が今後行うイベントのサービス向上の為に利用させていただく場合がございます。
■その他
・イベント当日の気象条件または道路事情の都合上、やむを得ない事由によりコースの変更やイ
　ベントを中止する場合がございます。
・万一に備え健康保険証か健康保険証のコピーを持参されることをおすすめいたします。
・高校生の参加は保護者の同意が必要です。

旅行企画・実施 株式会社日本旅行 TiS和歌山支店
〒640-8331　和歌山県和歌山市美園町５丁目61番地

073-436-1388 073-425-1578

■開催（集合）場所

■雨天時

旧和歌山県議会議事堂
和歌山県岩出市根来2347-22

サイクリングは中止とします。（小雨決行）

参加者
募集

サイクルトレインと
戦国わかやま周遊
サイクリング

②申し込み後、２日以内に旅行代金のお振込みをお願いします。振込確
　認後、電話又はメールにて連絡をいたします。２日以内にお振込みが
　なかった場合はキャンセル扱いとさせていただきます。
　旅行代金のお振込みをもってお申込み手続きの完了となります。

～岩出 根来から真田・九度山へ～

ご旅行条件書（要約） この書面は、旅行業法第12条の４の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の５の定めるところの契約書面の一部となります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡
ししますので事前にご確認のうえお申し込み下さい。

　この旅行は、㈱日本旅行TiS和歌山支店（以下「当社」といいます）
が企画･実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社
と募集型企画旅行契約を締結していただくことになります。
１．お申込み方法と契約の成立
　⑴　当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込金
　　4,000円を添えてお申込み下さい。お申込金は、旅行代金、
　　取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。
　⑵　契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
　　に成立いたします。
　⑶　団体、グループ（家族）の代表者を契約責任者として契約
　　の締結及び解除に関する取引を行います。
　⑷　旅行代金は旅行出発日の15日前までにお支払いいただき
　　ます。
２．旅行中止の場合…ご参加のお客様が当パンフレットに明示し
　　た最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止す
　　る場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算し
　　てさかのぼって３日目に当たる日より前に連絡させていただ
　　き、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
　　パンフレットに記載された日程に明示された交通費、食事代、
　　入場料、消費税等諸税及び添乗員同行費用が含まれます。
　　旅行日程に記載のない交通費、空港施設使用料（羽田空港1

　　回につき100円）等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含ま
　　れません。
４．取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことによ
　　り旅行契約を解除することができます。なお、取消日とは、
　　お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出
　　いただいた日とします。

［旅程管理］（国内のフリープランで、旅程管理を行わない場合）
　「この旅行では約款に定める旅程管理は行いません。旅行サー
　　ビスの提供を受けるために必要なクーポン券類をお渡しいた

　　しますので、サービスの提供を受ける手続きはお客様自身で
　　行っていただきます。」と記載する
５．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合
　　は、当社は賠償の責任を負いません。
　・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日
　　程の変更若しくは旅行中止
　・運送機関等の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅
　　行日程の変更若しくは旅行の中止
　・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、
　　食中毒、盗難
　・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の
　　変更若しくは目的地・滞在時間の短縮
６．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又
　　は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過
　　失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、
　　補償金及び見舞金をお支払いします。

７．旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のう
　　ち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第29条別表
　　二欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定めると
　　ころにより変更補償金をお支払いします。
８．個人情報の取り扱い
　⑴　当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただい
　　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
　　配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利
　　用させていただきます。
　⑵　当社、当社グループ会社および販売店では、①取り扱う商
　　品、サービス等のご案内　②ご意見、ご感想の提供・アンケ
　　ートのお願い　③統計資料の作成。　にお客様の個人情報を
　　利用させていただく事があります。
　⑶　このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等につい
　　てはホームページ（http://www.nta.co.jp)でご確認下さい。
　⑷　当社は、お客様のお買い物等の便宜のために、免税店等に
　　電子的方法等によりお客様の個人情報を提供します。なお、
　　これらの事業者への個人情報の提供の「停止」を希望される
　　場合は、お申込み窓口に出発の12月９日前までにお申し出下
　　さい。
９．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、2015
　　年９月13日現在を基準としています。

取　　消　　日　　区　　分

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

11日目に当たる日まで
10日目に当たる日以降
８日目に当たる日まで
７日目に当たる日以降
２日目に当たる日まで

取　消　料

旅行開始日の前日

旅行開始日当日

旅行開始後又は無連絡不参加の場合

無料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の全額
《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》

安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で
保険をおかけになることをおすすめいたします。

観光庁長官登録旅行業第２号 西日本16-210


