
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

■行程表（※各設定日 １泊２日） 

１日目 

 

 

                       （休憩）        ◆サイクリングスタート  

出発地＝＝（首都高速・東関道）＝＝ 途中ＳＡ ＝＝ あそう温泉白帆の湯 ＝＝＝ 
 

                         ◆エイドステーション① 

・・・・「霞ヶ浦自転車道」（北岸コース） ・・・土浦駅東駐車場 ・・・・「つくばりんりんロード」   
 

  ◆エイドステーション②軽昼食       

・・・・ピットストップ北条・・・・ ツール・ド・つくばルート（ヒルクライム）・・・・ 宿泊ホテル （泊） 
 

  

【宿泊予定】 

筑波グランドホテル 
（茨城県・つくば市） 

 

 

 

 

 

 
※筑波グランドホテル 

空中露天風呂イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

※筑波グランドホテル 

庭園露天風呂イメージ 

2 日目 

 

 

◆サイクリングスタート                        ◆エイドステーション① 

宿泊ホテル ・・・ 「つくばりんりんロード」 ・・・ 岩瀬駅駐車場 ・・・ 国道 50 号・・・ 
 

    ◆エイドステーション② 

・・・ 笠間クラインガルデン・・・   道祖神峠 ・・・  フルーツライン ・・・   
 

◆ゴール 入浴・昼食 

やさと温泉ゆりの郷 ＝＝ （一般道） ＝＝ 千代田石岡ＩＣ ＝＝ （常磐道・首都高速） ＝＝ 
 

     （休憩） 

＝＝ 途中ＰＡ＝＝ 出発地 
 

 

                      

 

 

 

  

 

 

              

                

                                                           

                                                日本大震災における被災者の方々の支援サイ

ト「Cyclist ray for JAPAN」  

エタップ・デュ・ツール ツアーも応援しています！！ 

 

茨城県の「いばらき旅行需要創出事業」のモニターツアーとして、サイクリングバスツアーを企画 
 ツール・ド・つくばや霞ヶ浦一周サイクリング大会など茨城県内の主要なサイクリングイベントで使用されるコース 

筑波山と道祖神峠２回のヒルクライムを含む、比較的チャレンジングなコース、あらゆる角度から筑波山の移りゆく 

景色・大自然を堪能いただけます。 

 
 

ご不明な点等ございましたら、国際興業トラベルまでお気軽にお問合せください。 

※走行ルートは裏面をご覧ください。 

 

【ご旅行代金（お一人様あたり／大人・子供 同額）】 

 

■募集人数 30 名（最少催行人員 20 名） 
■集合場所・集合時間 ※裏面地図参照  
東京駅 6：10／新宿駅 7：00 
※ご旅行代金に含まれるもの 

往復バス代、宿泊代（1 泊 2 食付）、昼食 2 回、 

添乗員費用、サイクルサポーター 

エイドステーション費用（補水・補食など） 

温泉入浴費（2 日目） 他 

13,800 円（和室 3 名 1 室利用） 

14,800 円（和室 2 名 1 室利用） 

12,800 円（和室 4 名以上 1 室利用） 

※1 名様でのご参加も承ります。その場合は、他のご参加者（同性） 

と相部屋となります。2 名様でご参加の場合も相部屋希望を承ります。 

 

 

①大型バスでゆったり往復   
自転車積載器具付の大型バス利用 

②バリエーションに富んだコース   
ツール・ド・つくばのコースや、道祖神峠といった 

ヒルクライムを含む比較的チャレンジングなコース 

 

③エイドステーション 初日、2 日目とも各 2 ケ所のエイドステーションを 

設置。給水と地元食材を使った手作りあったか 

料理でおもてなし 

④サポート体制    ゲストライダーとサイクルサポーターが同行 

⑤温泉でゆったり   初日は、雄大な景色を楽しめる筑波山温泉 

２日目は人気のやさと温泉と両日とも温泉入浴付 

⑥イベント盛りだくさん  
ゲストライダーを交えイベントもお楽しみください♪ 

 

ツアーの 

オススメ 

ポイント 

※ツアー申込際してのご注意※ 
当ツアーは、茨城県の「いばらき旅行需要創出事業」

のモニターツアーとなります。ご参加いただいた方々に

は、ツアー終了後アンケートにお答えいただきます。ま

た、ツアー当日、ツアーの様子を取材及び撮影がなさ

れる場 合があります。上 記について、予めご了 解 の

上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。 

 

都内からの往復バス、１泊２食、昼食と両日とも 

天然温泉三昧。加えて、ゲストライダーを交えたイベント

がついた充実の２日間をお楽しみいただけます 

もちろん、往復は自転車積載可能なツアー専用バスを。

利用いたします。 

 

 
 

 
【ツアー設定日】 

①2/23（土）～2/24（日）②3/9（土）～3/10（日） 
 

ホームページからのお申込みも承ります[ http://www.kokusaikogyo.co.jp/travel/]または、国際興業トラベルで検索！ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※集合場所地図 ◆東京駅（国際興業株式会社 第３ビル）  ◆新宿駅（東京都庁第一庁舎・第二庁舎の間の道路“第一庁舎側”） 
（外堀通り 商工中金ﾋﾞﾙ 銀座寄りの路地を入り左側）                                  （東京都庁広場下の道路） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集型企画旅行条件 （要約） お申込みになる前によくお読み下さい。この旅行は国際興業（株）が企画・実施する旅行です。  
1.募集型企画旅行契約 

この旅行は、国際興業株式会社（以下｢当社｣）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結ぶことになりま

す。契約の内容・条件は、このパンフレットのほか当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約）によります。 

2.旅行のお申込み及び契約の成立 
（１）申込書に所定の事項を記入し、申込金１万円を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料又は違約金の一部として取扱います。 

（２）お申込みは、ファクシミリにて承ります。予約の時点では、旅行契約は成立しておりません。この場合、予約日の翌日から起算して３日以内に申込金の提出

がないと、当社は、予約がなかったものとします。ただし、クレジットカードで債権・債務を決済する旅行契約（以下｢通信約款｣）の申込みでは、申込む主催
旅行名、出発日、会員番号等（以下｢会員番号等｣）の通知を申込金の提出とみなします。 

（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。ただし、通信契約は、当社が承諾通知を留守電以外の電話又は

郵便で行う場合は、当社がその通知を発した時に成立するものとし、当社がパソコン等の電子機器を使用する電子承諾通知を発する場合は、その通知が
お客様に到達した時に成立するものとします。 

3.契約書面と最終旅行日程表のお渡し 

契約書面は、募集広告、パンフレット、ホームページ等及び旅行条件書で構成されます。 
最終旅行日程表（確定書面）は、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。 

4.旅行代金のお支払い 

旅行代金（残額）は、ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日より前にお支払いいただきます。ただし、通信契約での旅行代金支払い
のためのカード利用日は旅行契約成立日とします。 

5.旅行代金に含まれるもの 

旅行日程表に明示した次の経費：運送機関の運賃・料金・宿泊費・食事代・旅行取扱料金・消費税諸税（自由行動中のもの及び｢各自｣ ｢お客様負担｣と表示
したものを除きます。） 

6.旅行代金に含まれないもの 

（1）コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電信電話代、追加飲食代等お客様の個人的性質の諸費用及びこれに伴う税、サービ
ス料。 

（２）希望者のみが参加するオプショナルツアーの料金 

7.旅行契約の解除・払戻し 
（１）お客様は、下記の取消料を支払うことによりいつでも旅行契約を解除できます。ただし、解約の申し出は当社の営業日・営業時間内にお受けします。（オプ

ショナルツアーを取消・変更される場合も上記取消料を申し受け致します。） 

（２）お客様の契約成立後、コース・出発日を変更される場合、お客様の各種ローンの取り扱い手続き上の理由により、旅行解除の場合も下記の取消料の対象
となります。 

（３）旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行を解除したものとし、右記の取消料をいただきます。 

（４）最少催行人員に満たない場合は当社から旅行の契約を解除いたします。この際はお支払いになられた金額の全額をお返しします。 
8.当社の責任および免責事項 

（１）当社はご旅行中、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、2 年以内に通知があればお客様の損害を補償いたします。ただし、手荷物の

損害は損害発生日から起算して 14 日以内に通知があったときに限り一人 15 万円を限度として補償いたします。 
（２）当社は天変地変、戦乱。暴動、運送、宿泊期間の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の旅行計画によらないサービスの提供等、当社が関与

しない事由によるお客様の損害には責任を負いません。 

9 お客様の責任 
お客様の故意、過失、法令、公序良俗違反行為、当社約款の約定不厳守、当社が損害を被った場合は、お客様から損害賠償を申し受けます 

10. 特別補償 

損害が無免許運転・酒酔い運転・疾病の他、スカイダイビング等危険な運動中の事故によるものであるときは、上記の補償金および賠償金は支払いません。ま
た、偶然の事故により身の廻り品に損害を被ったときは警察署の事故証明証等当社の請求する書類の提出があれば、規定の損害賠償金を支払います。ただし、

クレジットカード、貴重品。撮影済みのフィルムは補償しません。 

11. 旅程補償 
当社は、旅行日程で次の事項に重要な変更が生じた時は、約款の規定により、変更 〰の内容に応じて旅行代金の１ 5％に相当する額の変更補償金を支払いま

す。ただし、一旅行契約につき 15％を限度とし、変更補償金の額が1000円未満の場合は支払いません。また、お客様の同意を得て同等価格以上の物品また

はサービスの提供に変えさせていただく場合がございます。 
➀ ➁旅行開始日または終了日 観光地、観光施設、レストランそのほかの旅行目的地③運送期間の種類、運送会社④運送機関の等級または施設が等級の低い

➅ものへ変更になった場合⑤宿泊機関の名称 宿泊機関の客室の種類、設備、景観 

１２．旅行条件、旅行代金の基準 
この旅行条件書は 2011 年 12 月１日を基準日とし、2011 年 12 月１日現在有効な運賃、規則を基準としております。 

13.その他 

（１）当社はいかなる場合において旅行の再実施はいたしません。 
（２）パンフレットに使用した風景写真は、イメージとして使用したものでありますので、お客様が旅行される際に必ずしもご覧になれるとは限りません。また、実際

にご覧いただくアングルと異なることもございます。また、掲載の料理写真、客室写真は一例であり実際には異なる場合があります。 

（３）なお、契約条件については、お客様の依頼があれば、総合旅行業務取扱管理者による説明を行います。 
（４）当ツアーには添乗員が同行いたしまして、皆様のお世話をさせていただきます。 

 

 

■企画協力  茨城県 

■企画・実施 

国際興業トラベル（国際興業株式会社） 

観光庁長官登録旅行業第 68 号 

総合旅行業務取扱管理者：福田朗 

〒104-8460 東京都中央区八重洲 2-10-3 

営業時間 9：30～18：00（土日祝 定休） 

TEL：03-3273-2853 

FAX：03-3273-2872 
 

取消日（契約解除日） 取消料（お一人様） 

旅行開始日の前日か

ら起算してさかのぼっ

て 

２１日目に当た

る日以前 
無料 

２０日目に当た

る日以降 
旅行代金の２０％ 

７日目に当たる

日以降 
旅行代金の３０％ 

旅行開始の前日 旅行代金の４０％ 

旅行開始の当日 旅行代金の５０％ 

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

集合場所（東京） ★集合場所（新宿） 

ツアー詳細は、ホームページからもご覧いただけます。「国際興業トラベル」または「観光いばらぎ」で検索！ 

 
１日目  行方市～筑波山 73.1km 

最大標高差 541m 

２日目  筑波山～石岡市 59.7km 
最大標高差 291m 

茨城冬合宿 ルートマップ ※ホームページからルート詳細の確認が可能です！ 




