
ＪＴＯ 淡路島一周京都 一日アワイチ 自転車旅  
淡路島の沿岸各地を巡る一周一日自転車旅 ２０２１年３月１２日(金)～１４日(日) 

走行距離２４５ｋｍ―獲得標高１６２７ｍ 

３月１３日(土) 岩屋港発着 アワイチアタックライド １５１ｋｍ―１２７７ｍ 

３月１４日(日) 明石→三宮→新大阪→京都 関西三大都市巡り ９４ｋｍ－３５０ｍ 

 



淡路島の、周遊１５１ｋｍ-獲得標高１２７７ｍを一日でアタックロングライド。 

約２０ｋｍごとにチェックポイントを設け、途中にサポートカー乗り込みやライド再スタートが自由に可能。 

サポートカーはチェックポイントを辿りながらロングライドをフォロー。 

自転車走行時、不要な荷物を車で運搬し、完走をサポートします。 

最後尾グループの後を離れて追走します。 

明石神戸～大阪～京都 三都巡り。 

強いライダーも初心者レベルの方も、同じツアーで一緒に楽しめます。 

推奨移動手段・宿泊・食事・カーサポート付のサービスツアー 
 

自転車搬送方法 

① 輪行袋に入れての輪行運搬で持参(東海道新幹線等、運搬の事前予約が必要な経路があります) 

② 自転車搬送希望者は自転車宅配便をご利用、３月１２日着にて各自にて発送下さい。添乗員が嘉楽旅館にて自転車宅

配便を現地で荷受けします。 

・出走前にお客様自身で自転車を組み立てていただき、ライドスタートとなります。 

・レンタルバイク  ロードバイク・クロスバイクをレンタルいたします。申込時にご相談下さい。 

・ご自宅から現地までの飛行機・新幹線・在来線・船等の移動の手配を希望される方は事前相談下さい。 

・受付時にコース説明、食事説明を含めたブリーフィングを行います。 

 

推奨移動手段  

東京駅→西明石駅→明石駅 ５４７ｋｍ 新幹線･ＪＲ神戸線 随時運行 

明石駅～明石港 徒歩 約４００m 

明石港～岩屋港 淡路ジェノバライン 随時運行(自転車は船に直接積込めます。輪行袋に入れての運搬も可能)乗船１３分 

岩屋港～嘉楽旅館 徒歩 約６００m 

 
３月１２日(金) 淡路島まで各自移動・前泊 

受付時間 ２０２１年３月１２日(金)１７時～１９時 １３日朝６時～６時３０分 

受付場所 岩屋港 嘉楽旅館 〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋１３９９ 0799-72-3216 

 

夕食は料金に含まれておりません。夕食を旅館内で食べる方は、事前申請下さい。 

ご各自で購入された駅弁等を旅館内で食べることは可能です。 

 

３月１３日(土) 

早朝はカレーをご用意します。周辺コンビニ(ファミリーマート淡路岩屋店：嘉楽旅館から１.５ｋｍ)で購入も可能。 

明石港  サポートカー：ハイエース 

 

 
通過時間目安 ６時半 嘉楽旅館スタート 日の出時刻：６時１４分 日没時刻：１８時０５分 

① ７時半 ８ｋｍ地点 道の駅東浦ターミナルパーク 

② ９時  ２１ｋｍ地点 淡路ワールドパーク 

③ １０時 ４２ｋｍ地点 由良港 

④ １１時 ６３ｋｍ地点 諭鶴羽山入口 立川水仙郷 

⑤ １３時 ８０ｋｍ地点 福良港 



⑥ １４時 ８６ｋｍ地点 道の駅うずしお 

⑦ １５時 １０８ｋｍ地点 ウエルネスパーク五色高田屋嘉兵衛公園 

⑧ １６時 １３０ｋｍ地点 北淡震災記念公園野島断層保存館 

⑨ １７時 １４５ｋｍ地点 道の駅あわじ 

⑩ １８時半 １５０ｋｍ地点 美湯松帆の湯 旅館喜楽 

 

観光：淡路夢舞台 淡路ワールドパーク ONOKORO  立川水仙郷 うずしおクルーズ 

 
アタックライド 淡路島最高峰 諭鶴羽山(５ｋｍ 標高６０８ｍ) 

 
休憩推奨 「道の駅東浦ターミナルパーク」 「淡路浪漫菓子工房サンマルク 淡路ラスク」 「たかたのケーキ ジェラート」 

 
昼食推奨 南あわじ 福良港 ひらまつ食堂 鼓亭 ぐりるエイト ママン  

 
山武水産 焙煎工房&淡路牛バール giro d' awaji まえ川 あわじ島バーガー 

 
観光：大鳴門橋 ウエルネスパーク五色高田屋嘉兵衛公園 北淡震災記念公園野島断層保存館 明石海峡大橋  

 
休憩推奨 「道の駅うずしお」 「宝来堂 たまねぎパイ」 「北坂養鶏場 まるごとプリン」 「道の駅あわじ」 



 
温泉入浴 「美湯 松帆の湯」 (天然温泉入浴希望者は入浴下さい。岩屋港嘉楽旅館まで３ｋｍ。ほぼ下り。) 

  
銭湯 岩屋港 扇湯（宿泊旅館から１００ｍの本格銭湯） ※旅館の風呂が小さいため、周辺入浴設備もご活用下さい。 

 
宿泊：岩屋港 嘉楽旅館 夕食：ふぐ料理 orはも料理 和食朝食 

 

 
３日目 明石→三宮→新大阪→京都 三都市ライド 

岩屋港→明石港：淡路ジェノバライン 随時出発 

旅館朝食～出発準備 ８時出発 

 

明石→三宮→新大阪→京都  

明石港から新大阪駅前「天然温泉日向の湯」、京都駅前「京都タワー大浴場」までのサポート。 

新大阪駅・京都駅、その他の駅や地域で離脱可能です。 

岩屋港～明石港 ジェノバライン ２０分～３０分毎に出航 所要１３分  

明石港 ９時スタート 昼食想定：新大阪駅周辺 

明石→三宮  距離２２ｋｍ－獲得標高７１ｍ 

明石→新大阪 距離５３ｋｍ－獲得標高１５６ｍ 

明石→京都 距離９４ｋｍ－獲得標高３５０ｍ 



 

 
明石駅 三ノ宮駅 新大阪駅 京都駅 

 
昼食推奨 新大阪 お好み焼きぼてじゅう 串カツだるま 焼きそば次玄 ステーキロマン亭 

 
軽食推奨 明石玉子焼きむらや 神戸プリンモロゾフ 大阪たこ焼きわかなくくる 京都和菓子小松屋 

 
買物推奨 錦市場 ※買物希望者の方には、錦市場までご案内。買物中は自転車をサポートカーで預かります。購入品は帰

途輪行出発駅までサポートカーで運搬します。 



 
新大阪駅「天然温泉日向の湯」                京都駅「京都タワー大浴場」 

  

●参加費用：７０,０００円(税込) ２ライド＆２泊 
参加費 ７０,０００円(Ａ+Ｂ) 税込額 

Ａ：ライドエントリー費 １６,５００円(１３日：１１,０００円 １４日：１１,０００円) 

 サポートカー個人荷物運搬費、車両費、傷害保険料、スタッフ同行料、補助飲料栄養料、サポート料を含みます 

 ※自転車保険は各自で必ず個人賠償責任金額２億円以上の保険にご加入下さい。 

B：旅行参加費 ４８,０００円(１２日：１６,０００円 １３日：３２,０００円) 

宿泊+朝食、自転車室内保管料、スタッフ同行サービス料、旅行保険料を含みます。 

 ※昼食代・夕食代・一定以上の補給食代は含みません 

部分参加可能です。複数日程でライド参加される場合は、主催者指定の旅行参加・指定宿泊場所への宿泊下さい。 

 

参加費用に含まれるもの 

・サポートカー 運行料・追走サポート料 

・旅館 入浴・宿泊(男女別相部屋)・夕食・朝食 

・自転車館内保管場所占有料 （旅館内・車内） 

・サポートフード＆ドリンク 

・最終日ライド終了時の入浴料(衛生確保のため、帰路につく前にご入浴下さい) 

・添乗員同行料 

・旅行保険料 

料金に含まれないもの 

・初日朝食 全昼食 最終日夕食 各自追加飲料 

・ご自宅から集合場所までの移動費・自転車運搬費 

・自転車保険（個人賠償責任金額２億円以上の保険にご加入下さい） 
 

●レンタルバイク  ロードバイク・クロスバイクを有料レンタルいたします。申込時にご相談下さい。 

●ご自宅から現地までの自転車搬送を希望される方は事前相談下さい。 

●ご自宅から現地までの移動の手配を希望される方は事前相談下さい。 

 

・自転車は輪行袋に入れての輪行で、各自お持ちください。 

・自転車搬送希望者は自転車宅配便をご利用、前日着にて各自にて発送下さい。 

・添乗員が岩屋港 嘉楽旅館(岩屋港から６００ｍ)に前日入りして自転車宅配便を現地で荷受けいたします。 

・出走前にお客様自身で自転車を組み立てていただき、ライドスタートとなります。 

・出発前、コース説明、宿泊食事説明を含めたブリーフィングを行います。 

・ライド時間確保のため、朝食は各自道中でお済ませ下さい。ハンガーノック対策のため、必ずお取りください。 

・前泊費は含みません。前泊を希望される方は事前相談下さい。 

 

申込：指定メールアドレス soma@jtourism.jp 

に以下の情報を添えて、申込ください。 

申込いただいた方に振込先銀行口座や詳細案内を送付致します。 

・参加日程 

mailto:soma@jtourism.jp


・名前 

・性別 

・誕生日 

・住所 

・携帯電話番号 

・自宅電話番号 

・メールアドレス 

・当日連絡可能な連絡先（携帯電話） 

・緊急連絡先（携帯電話・代理連絡可能な方に繋がる電話）※本人以外 

 

◆身長［レンタサイクル選択者］ ※オプション(レンタサイクル)を選択した場合のみ表示 

◆自転車経験有無：有 or 無 

◆自転車所持有無：有 or 無 

◆一日最大乗車距離経験 距離ｋｍ表示 獲得標高ｍ表示 

 

キャンセル規定 

ライドエントリー費 

参加者の都合で参加出来なくなった場合は払い込まれたライドエントリー費は返却致しません。 

主催者の都合で企画が実施されなくなった場合は、ライドエントリー費は返却致します。 

 

旅行参加費 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、取消日  

20 日～8 日前まで 旅行代金の 20％ 

7 日～2 日前まで 旅行代金の 30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始日の当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後の解除無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

取扱 株式会社ビーエス観光 観光庁長官登録旅行業第３４７号 日本旅行業協会正会員 

企画 一般社団法人日本ツーリズム協会 代表理事 相馬幹広 ０９０－４５６８－１４４４ 

〒105-0004 東京都港区新橋 3-2-7恭和ビル 2階 株式会社ビーエス観光内 

E-Mail : soma@jtourism.jp  ホームページ： http://jtourism.jp/ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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