北海道の最北端への旅
て っ ぺ ん

現地集合

ラ イ ド

TEPPEN-RIDE 2018
3泊4日 旅行日程:2018年

わっかないし

9月22日（土）〜25日（火）
●集合／旭川駅 解散／稚内駅
●最少催行人数／5名
●参加費／

稚内市

GOAL

宗谷

なかがわちょう

宗谷岬

●募集人数／20名

中川町

なよろし

名寄市
あさひかわし

旭川市

48,000円（全行程参加）

留萌
オホーツク

上川

根室

旭川空港

（期間中の宿泊費/3泊＋朝食3・昼食3、サポート料、イベント傷害保険料、
宿泊荷物運送料、自転車保管料金、参加・完走記念ノベルティ、完走証）
＊その他の行程でご参加も可能です。詳しくはチラシ裏面をご参照ください。
＊レンタサイクルについてはご相談ください。
（別途料金）

■行程：総走行距離約315㎞
スタート：JR旭川駅／ゴール：稚内宗谷岬

空知
後志

釧路
十勝

石狩

胆振

檜山

日高

渡島

Day1（9月22日） ・距離：約92㎞ スタート：JR旭川駅／ゴール：名寄市（宿泊・1泊朝食付）
・見所走り所：北海道で一番高い山・旭岳のある大雪山系を眺めつつ、石狩川のサイクリングコースを走行。
三浦綾子の小説の舞台となった「塩狩峠」を越えて、もち米の里・名寄市へ。

Day2（9月23日） ・距離：約90㎞ スタート：名寄市／ゴール：中川町（宿泊・1泊朝食付）
・見所走り所：北海道遺産・天塩川の流れと一緒に北へ。静かで殆ど車の通らない裏道、信号が何キロもない
快適な道が続きます。森の中を走るような爽快感が待っています。

Day3（9月24日） ・距離：約133㎞ スタート：中川町／ゴール：宗谷岬〜稚内市（宿泊・1泊朝食付）
★完走記念パーティー（稚内市内）

・見所走り所：最終日は、サロベツ湿原を抜け、日本海岸沿いを走り、夕陽を浴びながら日本のてっぺん・
宗谷岬へ。天気によりますが、利尻島（利尻岳）や礼文島、サハリンが海に浮かんでみえることも。
＊その他、休憩ポイント等での、水分補給＋地域スイーツ（特産品）の提供もございます。
＊天候等の関係により、コースが変更になる場合もございます。

■参加条件

■高校生以上（未成年の方は保護者の同意書が必要です）
■ご自身で、出発地（集合）まで来ることが可能な方、及び、到
着地からの解散が可能な方／イベント中の撮影・写真の2次
利用に承諾頂ける方（メディア取材が入る場合があります）
■1日約100㎞ × 3日間のライドが可能な方
■平均速度20㎞/h以上を1時間維持できる方

■募集期間 平成30年8月17日（金）１７時まで
イベント主催：天塩川シーニックバイウェイルート運営代表者会議、宗谷シーニックバイウェイルート運営代表者会議

TEPPEN-RIDEに関するお問い合わせ

共催：シーニックバイウェイ支援センター

事務局（畑中） TEL：01654-9-6711 ／ info-ecomobi@scenicbyway.jp

この誌面の旅行企画募集の広告は、2018年6月10日現在のお申込人数を基に作成しています。その為、掲載
日により満席及び中止（全出発日催行保証/確定のコースを除く）となっている場合もありますのでご了承く
ださい。
ご予約後に詳しい旅行条件を説明した書面（パンフレット）をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お
申し込みください。
お客様の個人情報はお客様との連絡の為に利用させて頂くほか、お客様がお申し込み頂いた旅行において運送・
宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。運送・宿
泊機関などへの個人情報の提供について同意の上お申し込み頂きます。

■キャンセル料（お１人様）
1. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り旅行にあっては10日目）に当たる日以降に解除する場
合（2から5までに掲げる場合を除く。）旅行代金の20％
2. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合（3から5までに掲げる場合を除
く。）旅行代金の30％
3. 旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の40％
4. 旅行開始当日に解除する場合（5に掲げる場合を除く。）旅行代金の50％
5. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合100%

ツアー受託販売/株式会社アイロード宮崎営業所

ツアー主催/株式会社アイロード・プラス

宮崎県知事登録旅行業者代理業31号
国内旅行業務取扱管理者/小池栄子（福永栄子）
住所/宮崎県宮崎市大工３丁目１９１

宮崎県知事登録旅行業 第2-167号 総合旅行業務取扱管理者/岩下裕一
住所/宮崎県えびの市大字永山1182-1 電話/0984-25-4846

電話/ 0985-23-3443

FAX/0985-44-2404

michikusan.com/

URL / http://

みちくさ

E-mail /

michikusa26@ybb.ne.jp

■参加内容と参加費

★同行の方へおすすめのプラン

同日開催！Ｒ３モニターツアー

①TEPPEN-RIDE 全行程参加（３日間）
参加費：48,000円

（含まれるもの：期間中の宿泊費/3泊＋朝食３・昼食３、サポート料、イベント損害保険料、
宿泊荷物運送料、自転車保管料金、参加・完走記念ノベルティ、完走証）

②TEPPEN-RIDE ２日間のみ参加（名寄〜稚内での参加）
参加費：42,000円
（含まれるもの：期間中の宿泊費/2泊＋朝食２・昼食２、サポート料、イベント損害保険料、
宿泊荷物運送料、自転車保管料金、参加・完走記念ノベルティ、完走証）

手つかずの美しい自然が残る「きた北海道エリア」。
TEPPEN-RIDEの裏側で、この地域ならではの自
然を生かしたアクティビティとご当地メニューなどを
楽しみながら、ゆっくりと北へすすむ旅。
「Ｒ３」＝自転
車（道・Road）、カヌー（川・River）、JR（鉄道・
Rail）を組み合わせたモニターツアーです。

・参加費：５，
０００円／日

③TEPPEN-RIDE ３日間参加で稚内宿泊（3日目）は自由 ・行 程：９月２２日（土）〜
２４日（月・祝）の３日間
参加費：42,000円
（含まれるもの：期間中の宿泊費/2泊＋朝食２・昼食３、サポート料、イベント損害保険料、
宿泊荷物運送料、自転車保管料金、参加・完走記念ノベルティ、完走証）

④TEPPEN-RIDE イベントのみ参加（３日間）
参加費：30,000円 ※宿泊は個人で手配

（いずれの日程も、スタート地とゴール地はTEPPEN-RIDEと一緒です。）

・ツアー内容に含まれるもの：期間中の
宿泊費/3泊＋朝食３・昼食３、サポート料、
イベント損害保険料、宿泊荷物運送料

（含まれるもの：期間中の昼食３、サポート料、イベント損害保険料、宿泊荷物運送料、
自転車保管料金、参加・完走記念ノベルティ、完走証）

※モニターツアーのため、アンケート調査へ
ご協力いただきます。

＊上記①〜④の全てに期間中の夕食・完走記念パーティー参加費は含まれておりません。

生年月日

フリガナ

氏 名

昭・平

年

.

齢
歳

.

ご住所 〒

お申込者

電話番号

携帯番号

FAX番号

メールアドレス

アレルギーのある方、健康状態、
お体にご不自由なところなどの特記事項

質問１．エントリーする番号①〜⑤でお答えください。

□ ①TEPPEN-RIDE 全行程参加（３日間）
□ ②TEPPEN-RIDE ２日間のみ参加
□ ③TEPPEN-RIDE ３日間参加で稚内宿泊は自由
□ ④TEPPEN-RIDE イベントのみ参加
□ ⑤エントリーしないが、R3モニターツアーに参加
（大人：

名/こども：

質問2．自転車歴について

＿＿＿＿

年

名）

＿＿＿＿

質問3．普段乗っている自転車は何ですか？（複数回答可）
ロード
クロス
シティ
アシスト付
バイク
バイク
バイク

□

□

□

□

質問4．今までに出た主な大会と、その時の走行距離をお答えください。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿̲ km
質問5．現地でのレンタサイクルを希望されますか？

□ 希望する

→ 身長 ＿＿＿＿̲＿cm

□ 希望しない

質問6．希望する車種に✓を入れてください。
ロード
クロス
アシスト付
バイク
バイク

□

カ月

□

□

申し込み方法：上記の申込書にご記入の上、FAXまたは郵送でお申し込みください。

※（氏名）名札を作成いたしますので、フリガナもご記入願います。※（生年月日）保険に加入させていただきますので、生年月日のご記入をお願いします。
※応募者多数の場合は、先着／多数同着の場合は抽選により決定させていただきます。※決定した参加者に対しては、詳細をあらためてご連絡いたします。

キャンセルポリシー（キャンセル料）
取消日

20日前〜（日帰り10日前）

7日前〜2日前

前日

当日

無連絡又は開始後

取消料（代金の）

20％

30％

40％

50％

100％

キャンセルポリシー（キャンセル料）について同意します。

（四角の枠内に✓を入れてください）

この誌面の旅行企画募集の広告は、2018年6月10日現在のお申込人数を基に作成しています。その為、掲載日
により満席及び中止（全出発日催行保証/確定のコースを除く）となっている場合もありますのでご了承ください。
ご予約後に詳しい旅行条件を説明した書面（パンフレット）をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込
みください。
お客様の個人情報はお客様との連絡の為に利用させて頂くほか、お客様がお申し込み頂いた旅行において運送・
宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。運送・宿泊
機関などへの個人情報の提供について同意の上お申し込み頂きます。

■キャンセル料（お１人様）
1. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り旅行にあっては10日目）に当たる日以降に
解除する場合（2から5までに掲げる場合を除く。）旅行代金の20％
2. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合（3から5までに掲げる
場合を除く。）旅行代金の30％
3. 旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の40％
4. 旅行開始当日に解除する場合（5に掲げる場合を除く。）旅行代金の50％
5. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合100%

受託販売/株式会社アイロード宮崎営業所

主催/株式会社アイロード・プラス

宮崎県知事登録旅行業者代理業31号 国内旅行業務取扱管理者/小池栄子（福永栄子）
住所/宮崎県宮崎市大工３丁目１９１

宮崎県知事登録旅行業 第2-167号 総合旅行業務取扱管理者/岩下裕一
住所/宮崎県えびの市大字永山1182-1

FAX送信先

0985-44-2404

郵送先：〒880-0015 宮崎県宮崎市大工3丁目191 株式会社アイロード宮崎営業所
お申し込み・お問い合わせ：TEL 0985-23-3443（株式会社アイロード）

