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企画・実施／神姫観光株式会社　主催／日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」推進協議会（事務局：中播磨県民センター）
運営／特定非営利活動法人 姫路コンベンションサポート

第3回

※小雨決行、大雨・暴風警報の場合は中止

日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」サイクルトレイン

CYCLE TRAINCYCLE TRAIN

※ご参加が確定された方に
　10/21（水）までにご連絡
　させていただきます。

参加者
募集！
申し込み受付中

10月16日（金）まで

健康で完走できる中学生以上の方

参加資格

45名

募集定員

神姫観光（株）姫路支店まで
申込方法

飾磨津（現姫路港）を出発し、JR香呂駅から
愛車をそのまま乗せられるサイクルトレインで
播但沿線の景色を楽しんでいただきます。
下車後JR生野駅から姫路城の見える城見台公園まで、
サイクリングします。明治時代に鉱山の採掘・製錬に必要な
機械や日用品などの物資と産出された金・銀・銅の鉱石を
輸送するルートとして整備され、多くの人びとや馬車が盛んに
行き交った、日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」沿線の景色や
名物をお楽しみ下さい。

コース概要

使用可能自転車

スポーツ仕様の自転車のみ
（ロード・クロス または ランドナー・スポルティーフ・ミニベロ）
スポーツ仕様の自転車のみ
（ロード・クロス または ランドナー・スポルティーフ・ミニベロ）
※シティサイクル（ママチャリ）参加不可

※定員を超えた場合、厳正な抽選の上
　ご参加者様を決定させていただきます。

※お電話またはホームページからお申込みください（裏面参照）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ
）

参加費 3,000円 乗車券・昼食（弁当）・保険料・
参加記念品・完走証（ ）

【開催日】

2020年11月1日（日）

ヘルメット・ライトは必ずご着用ください。ヘルメット・ライトのない方は参加できません。
持ち込みいただいた自転車の傷、故障等責任は自己責任でお願いいたします。
集合解散の送迎は行いませんので、各自でお願いいたします。

注意事項



（電話番号のお掛け間違いにご注意下さい）

姫路支店☎（079）224-1501
●営業時間/10：00～17：00 ●休業日/無休（年末年始除く） ●総合旅行業務取扱管理者/平井 孝明

神姫観光 サイクルトレイン
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10,000円未満の場合

旅行代金 申込金

全　額

■募集型企画旅行契約
　●この旅行は神姫観光（株）（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する国
内旅行であり、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
締結することになります。

　●募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載される条件のほか、
ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅
行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

■旅行のお申し込み及び契約の成立について
●旅行のお申込みは、所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申し込み
　下さい。旅行契約は申込金をいただいた時に成立したものとします。
●電話での予約申込の場合は、翌日から3日以内に上記の申込手続きをお願
いします。この場合にも、申込金をいただいた時に旅行契約が成立したもの
とします。（インターネットでのお申込みの場合は、旅行代金全額のお支払い
が必要となります。）
●申込金は旅行代金、取消料または違約金の一部として取り扱います。
●申込金（お一人につき）

■旅行代金のお支払いについて
　旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって起算して14日目にあたる日
までにお支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの
　旅行中の交通費・宿泊費・食事代・入場料・拝観料・消費税等諸税は旅行代金に
含まれています。但し、特殊コースのため食事代・入場料・拝観料を含まない場
合はパンフレット内各コースに記載します。なお当社は旅行特別補償保険に加
入しています。

■旅行代金に含まれないもの
その一部を例示いたします。
①飲物代、クリーニング代、電報・電話料、心付、その他追加飲食費等個人的性質
の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
②傷害、疾病に関する治療費。
③ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費。
④希望者のみ参加するオプショナルツアーの旅行代金。
■取消料について
お申し込み後、お客様の都合による取消の場合、次の取消料を申し受けます。
　●取消料（お一人につき）

　取消し日はお客様が当社の営業日、営業時間内にお申し出いただいた時を基準とします。
（但し、観劇等一部のコースは、上記設定に関わりなく実費及び手数料を申し受けます）
※本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、約款の別紙特別補償規定第二
条第三項目に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降を
いいます。

■旅行日程・旅行代金の変更
　運送機関のスケジュール、気象条件その他不可抗力による事由でまた運送機

関の運賃・料金の改定により、旅行日程・旅行代金を変更する場合があります。
■旅行の中止・最少催行人員について
　最少催行人員1名に満たない場合、及び運送機関の大幅なスケジュール変更
等により予定通りの行程が実施不可能になった場合は、旅行を中止する場合
があります。その場合はお申し込み金及びすでにお預かりした旅行代金の全
額をお返しいたします。最少催行人員に満たない場合の旅行中止はご出発の
14日前（日帰りは4日前）までにご連絡致します。
■添乗員など
　添乗員は同行いたしません。
但し現地係員がご案内します。
■特別補償
　お客様が旅行中、急激かつ外来の事故により生命・身体又は荷物の上に被られた
一定の損害についてはあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
■旅程保証
　旅行契約内容に重要な変更が行われた場合は、旅行業約款（募集型企画旅行契
約）規定によりその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、一旅行契約について支払われる変更補
償金の額は、旅行代金の15％を限度とします。また、一旅行契約についての
変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
■免責事項
　次の場合当社では賠償の責任は負いません。
●天災地変等不可抗力による事由によって生じた障害
●盗難・傷害・疾病などで、お客様の故意または過失によって生じた損害。
●お客様の法令または公序良俗に反する行為によって生じた損害。
●運送・宿泊機関など、当社以外の責めによって生じた損害。
■旅行条件の基準期日
　この旅行条件は、2020年9月1日を基準としています。その他の事項につい
ては、募集型企画旅行約款、旅行条件書によります。旅行代金には消費税等諸

税が含まれています。
■個人情報の取扱いについて
●当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載され
た個人情報について、お客様との連絡に使用させていただく他、お客様がお
申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス手配
及び、それらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させ
ていただきます。その他当社及び販売店では、①会社及び会社と連携する
企業の商品サービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感
想の提供のお願い。③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。⑤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ことがあります。

　●当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号、又
　はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範
　囲のものについて、当社グループ企業との間で、共有させていただきます。
　当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、
　ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことが
　あります。

お申し込みのご案内
詳しい旅行条件書をご用意しておりますので、お申込みの際ご確認下さい。
旅行条件は下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書、最終旅行日程表
及び募集型企画旅行約款によります。

●パンフレット、ホームページ等に使用した風景写真は、 イメージ として使用したものもありますので、お客様が旅行される時季に必ず
しもご覧になれる風景とは限りません。

特別な配慮を必要とするお客様へ
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていな
い特別な配慮・措置が必要になる可能性があります。
詳細は別途お渡しします「旅行条件書」をご確認いただき、
特別な配慮・措置が必要となる可能性があるお客様は、必
ずお申し出ください。

無連絡不参加・旅行開始後の解除

取消し日

11日前まで 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100％

10日から8日前まで

7日前から2日前まで

前日に取消し

出発日当日の取消し

出
発
日
の

旅　
　

行

取消し料

○交通ルールを順守してください。
　（原則、車道左側を通行します。）
○走行中は、必ずヘルメット・ライトの着用をお願いします。
　（ヘルメット・ライトが無い場合、ご参加いただけません）
○自転車は5名程度の班に分かれ、安全確認のため、熟練したサイクリ
ストが班の先頭と最後尾で走行します。
○万が一、ケガ等の救護が必要となった場合、応急措置にて対応します。
また、病院での手当が必要と考えられる場合は、最寄りの救急病院へ
搬送します。
○その他、走行中はスタッフの指示に従ってください。
〇『新型コロナウィルス感染症』予防策として3密回避および体調チェッ
クなどを実施します。参加者の皆様にはマスク持参などご協力をお願
いいたします。

■隊列について

45名

3,000円

受付時間
出発式

【スタート】姫路港
↓

JR播但線
香呂駅
↓

生野駅
↓

【再スタート】
↓

神河町
↓

市川町
↓

福崎町
↓

【ゴール】
城見台公園

8時～8時30分
8時30分
8時45分

香呂駅出発
（11時33分）

↓
生野駅到着
（12時24分）

17時頃

出発

車内にて昼食
（弁当）

休憩

休憩

休憩

閉会式

乗車券
昼食
保険料

参加記念品
完走証

参加人数 参加費 区間 想定時間 備考

（姫路港集合）■コース（姫路港集合）

11
月
1
日
日

姫路港（飾万津臨港公園）にて受付開始 ➡ 出発式 ➡ 姫路港出発（スタート） 

➡ JR香呂駅 サイクルトレイン乗車 ➡ 生野駅着 ➡ 生野駅（再スタート）

➡ 神河町 ➡ 市川町 ➡ 福崎町 ➡ 城見台公園（ゴール）  

8：00～8：30

17：00頃

11：33発 12：24着

8：30 8：45

※記載の各通過地の時間は目安の時間です。
　ルート・交通事情・気象条件などによりスケジュール・時間が変更になる場合があります。予めご了承下さい。
※記載の各通過地の時間は目安の時間です。
　ルート・交通事情・気象条件などによりスケジュール・時間が変更になる場合があります。予めご了承下さい。

〒670-0935 姫路市北条口1-28
2108

第3回 日本遺産「銀の馬車道・鉱石の道」サイクルトレイン

CYCLE TRAINCYCLE TRAIN


	2020サイクルトレイン_omote_2
	2020サイクルトレイン_ura_2

