
                       目を見張るような素晴らしい眺望！アルプスのグリエール高原が初舞台 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annecy▶ Le Grand-Bornand 169km ～ 7月 17日に開催されるツール・ド・フランス第 10ステージと同じコースです ～ 
 
エタップ・デュ・ツールは、ツール・ド・フランスの一区間を走る 1万 5000人参加の一

般大会です。7月 8日に開催される第 27 回エタップ・デュ・ツールは、同 17日に開催

されるツール・ド・フランス第 10ステージとまったく同じものが採用されました。43km

地点を頂点とする標高 1477mのラクロワフリ峠、距離 6kmながら平均勾配 11.2％の難

度があるプラトーデグリエールの坂、ロンム峠を走り、最後に標高 1618mのコロンビエ

ール峠が待ち構えます。大会最初の山岳ステージで、マイヨジョーヌの行方も左右する注

目の 1日。アヌシーとル・グランボルナンは 2013年の第 100回大会にも訪問した町で、

長い夏休みをのんびり過ごすバカンスの象徴でもあるエリアです。 

（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)   

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   Email: cycletour@kokusaikogyo.co.jp 

国際興業株式会社トラベルサービス部     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 [営業時間] 9:30～18:00/土日祝定休 

  

 

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。 

 

インターネットからもお申込みいただけます 

http://www2.kokusaikogyo.co.jp/travel/letapedutour/ 

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”。 2018 年の舞台はジョワイヨ・デザルプ（アルプスの宝石）と呼ばれるアヌシ

ーから、まさに” ここがリゾート地“ と断言したくなるほどの美しい町ル・グランボルナンにゴールします。 

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できます。 

（こぼれ話） 

ところで同じアヌシー～ル・グランボルナン間を走るのにエタップ・デュ・ツールは 169km、ツール・ド・フランスは 159km とどうして距離が異

なるのでしょうか。実はホンモノのツール・ド・フランスの場合、スタートの町を出発してから郊外に設置された KM0の標識までの距離を計測して
いないからです。つまり、ツール・ド・フランスの選手って発表されている競技距離よりも連日 10kmほど多く走っているわけですね。          
エタップ・デュ・ツールはホンモノのツール・ド・フランスより 10km多く走れるのでオトクです。  

mailto:cycletour@kokusaikogyo.co.jp
TEL:03-3273-2853


 

 

 

 

 

 

 

 

7/6(金)～7/14(土）9日間 主催者(ASO)公認エージェントとして、エタップ・デュ・ツールに参加できる唯一のツアーです 
 

月日 スケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

旅行代金 
 ＊燃油サーチャージ込 

（一人部屋追加代金：65,000 円） 

1 
7/6 

(金) 

＜成田・名古屋・関西・福岡・札幌発＞ 

午前：空路、ソウル乗継ぎでパリへ 

夜 ：列車にてリヨンへ 

       リヨン泊 

利用予定 

航空会社 
大韓航空(ソウル乗継ぎ) 

2 
7/7 

(土) 

 

L`ETAPE DU TOUR／参戦受付 

ジュネーブ泊 
利用予定 

ホ テ ル 

リヨン／イビス・リヨン・サントル・ペラーシュ 

ジュネーブ／ラマダ・アンコール・ジュネーブ 

ヴァンヌ／キリアド・ヴァンヌ・サントル・ビル 

モン・サン・ミッシェル地区／ホテル・ガブリエル 

3 
7/8 

(日) 

L`ETAPE DU TOUR 参戦 
アヌシー▶ル・グランボルナン 169km 

ジュネーブ泊 
食  事 朝食 0 回・昼食０回・夕食 0 回 

4 
7/9 

(月) 

専用バスにてヴァンヌへ 

ヴァンヌ泊 
添 乗 員 

同行いたしませんが、現地日本人コーディネーターがご案内いたし

ます。但し、15名様以上の場合、成田発着コースに同行いたします。 

5 
7/10 

(火) 

ツール・ド・フランス 第 4 ステージ観戦 

La Baule▶Sarzeau 192km 

ヴァンヌ泊 

募集人員 30名様（最小催行人員：10 名） 

※自転車運搬費用（航空便及び現地陸送）が含まれています。 

※お一人参加の方の相部屋希望をお受けします。同室者がいない場合も追加代金は

かかりません。 

＜エントリー料＞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：35,000円 

＊エントリー料はツアー参加を取消しされた場合もご返金できません。 

＜パスポートについて＞ 

フランス入国には、滞在日数＋３ヶ月のパスポート残存期間が必要です。 

＜その他＞  

航空機の発着時間帯等は変更になる場合がございます。 

日程のアレンジ、ビジネスクラス手配をお受けいたします。お見積り致します 

ので、ご希望のお客様はご相談ください。 

6 
7/11 

(水) 

ツール・ド・フランス 第 5 ステージ観戦 

Lorient▶Quimper 203km 

ヴァンヌ泊 

7 
7/12 

（木） 

ツール・ド・フランス 第 6 ステージ観戦 

Brest▶Mur de Bretagne Guerledan 181km 

観戦後、モン・サン・ミッシェルへ 

モン・サン・ミッシェル泊 

8 
7/13 

(金) 

午前：モン・サン・ミッシェル観光 

午後：パリへ 

夜 ：空路、ソウル乗継ぎで帰国の途へ 

9 
7/14 

(土) 

夜：各地着 到着後、解散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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企画旅行条件書、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                                           
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 110,000 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 
(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)手荷物運搬料金
（※お 1 人様自転車１台を含め 23kg の荷物を 2 個まで）  (5)団体行動中のチップ  (6)現地コーディネー
ター・添乗員費用 （7）燃油サーチャージ  
※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。 
 
■旅行代金に含まれないもの 
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  (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)機内食を除く食事費用  
 
■お客様による契約の解除 
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 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％ 

旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100％ 
 

■確定書面（最終旅行日程表）の交付 
確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面（最終日程表）は、旅行開始日
の前日までにお渡しします。（原則として旅行開始日の 7日前までにお渡しできるよう努力いたします） 
 
■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。 
 
■特別補償 
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 
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 
この旅行条件は、2017年 11月 1日を基準としております。また、旅行代金は 2017年 11月 1日現在の運
賃・料金を基準としております。 
 

●企画・協力 プレスポーツ 山口 和幸 

●後援 フランス観光開発機構   

 

モン・サン・ミッシェル 

地区に泊まる！ 
 
「西洋の驚異」とも呼ばれるモ

ン・サン・ミッシェル。島全体が
修道院になった神秘的な名所は、
今や世界有数の世界遺産。ツアー

では、最終日に修道院を観光しま
す。 

世界 
遺産 

＜お申込み方法＞ 

●弊社ホームページまたはお電話でお申込みください。 

http://www2.kokusaikogyo.co.jp/travel/letapedutour/ 

 TEL 03-3273-2855  FAX 03-3273-2872 

●ご予約後、7日以内に参加申込書、パスポートコピーのご提出と申込金のお振込

みをお願いいたします。 

※申込金 110,000 円+エントリー料 35,000 円 

振込先 三菱東京 UFJ銀行 新橋駅前支店 (当座)0090903 国際興業（株） 

568,000 円 


