参戦& Le Tour de France 観戦ツアー

世界中の著名人やプロ選手を含む実力派サイクリストがツール・ド・フランスの 1 ステージに挑む人気
イベント“エタップ・デュ・ツール・ド・フランス”。
30 回目の開催となる 2020 年、7 月 5 日にニースを発着とする 177km で開催される。
国際興業トラベルでは参戦ツアーを催行する日本で唯一の旅行会社として、これまで 21 回参戦ツアー
を実施。チャレンジ後は、ホンモノのツール・ド・フランスを現地で観戦してみてはいかがですか！

これまでのエタップ・デュ・ツール・ド・フラ
ンスは本大会に先行して開催されたが、2020 年
は初めて本大会が 1 週間前に行われる。エタップ
参加者は自らが苦闘したコースをプロ選手らが
どれだけのスピードで走っていくかを目撃する
のも魅力だったが、2020 年はプロ選手の走りを
見てからそれぞれが難関コースに挑むことにな
った。スタートとゴールがニース市街というルー
プコースが採用されたのもエタップ・デュ・ツー
ル初。参加者にとってはゴール後の帰着が楽にな
り、運営も負担が軽減される。コースには標高
1500m のコルミアーヌ峠、1607m のテュリーニ
峠が待ち構え、相変わらずの厳しさ。

Nice ▶ ▶ ▶ Nice 177km

（山口 和幸＝ツール・ド・フランス記者）

●お申込み・お問合せは(旅行企画･実施)

国際興業株式会社トラベルサービス部

Email: cycletour@kokusaikogyo.co.jp
TEL:03-3273-2855 FAX:03-3273-2872

〒104-8460東京都中央区八重洲2-10-3

担当：菅野・出村

観光庁長官登録旅行業第 1948 号

総合旅行業務取扱管理者:飯田次郎

総合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きに関する責
任者です。この旅行契約に関し、ご不明な点はご遠慮なく左記総合旅行業務取扱管
理者におたずねください。

[営業時間] 9:30～18:00/土日祝定休

お申し込みは、E-Mail またはお電話でお申し込みください。

A コース 7/3(金)～7/8(水) エタップ参戦『AIR & HOTEL』6 日間
月日
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B コース 7/3(金)～7/10(金) エタップ参戦+ツール観戦 8 日間

スケジュール
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A 34,000 円/B 68,000 円

エントリー料

33,000 円

利用予定
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エールフランス航空
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B 450,000 円

一人部屋
追加代金
ニース泊
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A 250,000 円

旅行代金

A コース
B コース
午前：空路、パリ乗継ぎでニースへ
夕刻：パリ着
夕刻：パリ発
夜 ：ニース着 ＊ホテルへは、ホテル送迎バスをご利用ください

添 乗 員

朝 : ニース発 空路、パリへ
午前：パリ 着 現地係員と合流
午前：パリ 発 列車またはバスにてラ・ロ
シェルへ
午後：ラ・ロシェル着

食

＊空港へはホテル送迎バスを ホテルチェックアウト後、観戦ポイントへ
ご利用ください
ツール・ド・フランス第 10 ステージ観戦
朝：ニース発
空路、パリ乗継ぎで帰国の途へ Ile d’Oleron Le Chateau-d’Oleron▶
Ile de Re Saint Martin-de-Re (170km)
機中泊
ポワティエ泊
午前：成田着
ツール・ド・フランス第 11 ステージ観戦
Chatelaillion▶Poitiers (167km)
ポワティエ泊
朝 ：ポワティエ発 列車またはバスにてパ
午前：パリ着
リへ
午後：パリ発 空路、帰国の途へ
機中泊
午前：成田着

※発着時間帯は変更になる場合がございます。
※日程のアレンジをご希望のお客様は、別途お見積りいたしますので、お問合せください。

同行いたしません
A 現地係員は同行いたしません

現地
係員

ラ・ロシェル泊

イビス・スタイルズ・ニース・キャッ
プ 3000 エアポートまたはカンパニ
ール・ニース・エアポート
カンパニール・ラ・ロシェル・ノールピルボロー
イビス・ポワティエ・サントルまたはメッ
ルキュール・ポワティエ・サントル

B
事

最小催行
人
員

4 日目のパリ空港にて合流、
7日
目のパリ空港まで同行します

朝 0 回・昼０回・夕０回
A 1 名様

/

B 10 名様

＜お申込み方法＞
●E-Mail またはお電話でお申込みください。受付後、2 営業日
以内に回答メールをお送りします。
E-Mail : cycletour@kokusaikogyo.co.jp
TEL 03-3273-2855 FAX 03-3273-2872
●回答メール受信後、7 日以内に参加申込書、パスポートコピ
ーのご送付と申込金のお振込みをお願いいたします。
※申込金 80,000 円+エントリー料 33,000 円
振込先 三菱 UFJ 銀行 新橋駅前支店 当座0090903 国際興業(株)

＜ご案内とご注意＞
●エタップ・デュ・ツールに参戦する方は、エントリー料が必
要です。＊エントリー料は、ツアー参加を取り消された場合
もご返金できません。
●フランス入国には、滞在日数+3 か月のパスポート残存期間
が必要です。
●宿泊施設の市税（1 泊 1 名様 2 ユーロ前後）は、ホテルに直
接お支払いください。

ご旅行条件（抜粋）
お申込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りください。旅行条件はパンフレット内容・条件によるほか別途お渡しする、最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります。
■お支払いと旅行契約の成立
旅行開始後の解除または無連絡不参加
旅行代金の 100％
国際興業㈱（以下「当社」といいます）所定の申込み用紙に必要事項をご記入の上、申込金 80,000 円を
添えてお申込みください。お申込金は旅行代金、取消し料または違約金のそれぞれの一部として取り扱
います。
契約の成立：当社らが申込書と申込金を受理した時に契約が成立します。旅行代金残金：旅行開始日の
21 日前までにお支払いください。

■旅行代金に含まれるもの
A コース：(1)日程表に記載された区間のエコノミークラス航空運賃 (2)日程表に記載された宿泊料金（2
人部屋に 2 人宿泊を基準とします）及び税・サービス料
B コース：(1)日程表に記載された区間のエコノミークラス航空運賃 (2)日程表に記載された宿泊料金（2
人部屋に 2 人宿泊を基準とします）及び税・サービス料 (3)団体行動中の移動機交通機関代 (4)団体行
動中のチップ (5)現地コーディネーター費用
※旅行代金は、お客様の都合により一部利用されなくても払戻し致しません。

尚、左記の期日よりも前に取り消しの場合も、エタップ・デュ・ツールエントリー料は返却できませんのでご
了承願います。

■旅行内容・旅行代金の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止など、その他の当社の関
与し得ない事由、または運送機関の適用運賃・料金の大幅な改訂により、旅行内容の変更・代金を変更
する場合があります。尚お客様のお申し出により旅行内容の変更がある場合は別途必要経費をいただき
ます。又、運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる場合、お客様の都合で当利用人数が
変更になったときは、旅行代金を変更します。

■旅程保証
当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた額の変更補
償金を支払います。詳しくは当社、企画旅行条件書でお確かめ下さい。

■旅行代金に含まれないもの

■特別補償

上記以外は旅行代金に含まれませんが、旅行参加にあたって通常必要となる費用を例示します。
(1)渡航手続諸費用（旅券印紙代・保険料） (2)渡航手続きを代行した場合の渡航手続料金 (3)個人的
性質の諸費用 (日程に明示されていない飲食代、クリーニング代、電話料、ボーイ・メイドに対するチップ
等)
(4)超過手荷物運搬料金（自転車運搬料金） (5)傷害・疾病に伴う諸費 (6)任意の海外旅行保険
料 (7)一人部屋を使用される場合の追加代金 (8)希望者のみ参加するオプショナルツアー代金 (9)
日本国内における自宅から発着空港までの交通費、宿泊費 (10)日本国内の空港施設使用料及び旅行
日程中の空港・出入国税およびこれに類する諸税 （11）燃油サーチャージ (12)機内食を除く食事費用

当社は、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命またはお荷物
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支払います。

■個人情報の取扱いについて

■お客様による契約の解除

この旅行条件は、2019 年 10 月 1 日を基準としております。また、旅行代金は 2019 年 10 月 1 日現在の
運賃・料金を基準としております。

お客様は、次の定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
なお、表でいう解除期日とは、当社らの営業日、営業時間（月～金曜の 9：30 から 18：00）にお申し出いた
だいたときを基準とします。
旅行契約の解除期日
取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30～3 日目にあたる日までの解除

旅行代金の 20％

旅行開始日の前々日～当日集合時刻までの解除

旅行代金の 50％

旅行申込みの際にご提出頂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、必要な範囲内にて該当機関等に提出いたします。

■旅行条件・旅行代金の基準

●企画・協力 プレスポーツ 山口 和幸
航空会社にスースケース類と自転車をお預けの場合、超過手荷物料金が別途必要
です。自転車の追加料金は、日本出発時 100 ドル、ヨーロッパ出発時 100 ユーロ、フ
ランス国内 40 ユーロとなります。※上記の料金は、航空会社により改定されることが
あります。詳細は、利用航空会社のホームページにてご確認ください。

