
第２０回 歴史街道丹後１００kmウルトラマラソンツアーのご案内 

 

平素は、丹後 100ｋｍウルトラマラソンにご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

第 20 回丹後 100km ウルトラマラソンが 2022 年 9 月 18 日(日)に開催されますことを心からお慶び申し上

げます。 

 ご参加の皆様方の便宜を図るため、JR・バス・宿泊等のお世話を京丹後観光公社（一般社団法人京都府

北部地域連携都市圏振興社 京丹後地域本部）で取り扱いさせて頂くことになりました。大会の成功に向

け、精一杯のお手伝いをさせていただきますので、皆様方のお申込みをお待ちしております。 

 

（１）お申込み方法・注意 

(ア)予約サイトにて、ＪＲ・バス・宿泊の希望をご入力頂き、最後にクレジットカードによる旅行代

金の支払いが必要となります。 

① 先行登録を頂いた方には 4月 25日(月)より申込をご案内しております。 

② 一般申込の方は、5月 9日～7月 31日の申込期間となります。 

（電話での申し込みは受け付けておりません） 

③ 先着順となりますので、各施設の在庫がなくなり次第、販売終了となります。 

(イ)予約時に宿泊施設を指定しての予約となります。 

(ウ)9月上旬に、ＪＲプラン・バス利用プランをお申込みの方には、最終案内を発送いたします。 

(エ)宿泊プランのみの申込の方は最終案内がございません。申込時の返信メールにて予約が確定して

おります。 

(オ)最終案内については、ホームページにアップ致しますので各自ダウンロードお願いいたします。 

 

(２) コース概略 

・ＪＲプラン ········ 東京発着 2泊 3日（つかさ峰山ホテル指定コース） 

・バスプラン ········ 京都・新大阪発着 2泊 3日・京都・新大阪・新神戸発着 1泊 2日 

 （つかさ峰山ホテル、ホテル丹後王国指定コース） 

・部屋指定プラン ···· 宿泊施設を指定し、申込グループで一部屋を利用するプラン 

 （他のお客様は同室にはなりません） 

・相部屋プラン ······ 宿泊施設を指定し、他の参加者と同室にて宿泊するプラン 
マラソン 

コース 
区分 宿泊施設 地区 

一人部屋 

可能施設 
利用コース 

100km・60km ホテル ホテル丹後王国 弥栄 〇 ＪＲプラン・バスプラン 

100km・60km ホテル ホテルつかさ峰山 大宮 〇 ＪＲプラン・バスプラン 

100km ホテル セントラーレ・ホテル京丹後 大宮 〇 部屋指定プラン 

100km 民宿 民宿 五光 間人 〇 部屋指定・相部屋プラン 

100km 民泊 城嶋ステイ 間人 〇 相部屋プラン 

100km 民宿 島田荘 掛津 〇 部屋指定・相部屋プラン 

100km 旅館 海工館 松栄 掛津 〇 部屋指定・相部屋プラン 

100km 民宿 ニュー丸田荘 掛津 〇 部屋指定・相部屋プラン 

100km 民宿 料理民宿 いながき 小浜 
 

部屋指定・相部屋プラン 

100km 旅館 料理旅館てり吉 浅茂川 〇 相部屋プラン 

100km 旅館 友善 浜詰 〇 部屋指定・相部屋プラン 

60km 民宿 民宿 熊野荘 湊宮 〇 部屋指定プラン 

60km 民宿 みちこ 湊宮 〇 相部屋プラン 

60km 民宿 民宿 わだ 湊宮 〇 部屋指定・相部屋プラン 

60km 旅館 古谷屋 久美浜 
 

部屋指定・相部屋プラン 

60km 旅館 シーサイド西中 久美浜 
 

相部屋プラン 

60km 民宿 無人島 久美浜湾 
 

相部屋プラン 

※60kmの部参加者は久美浜・小天橋（湊宮）エリアを指定してください。 

※つかさ峰山ホテル・ホテル丹後王国利用は、ＪＲプラン・パスプランのみの取扱いとなります。 

※部屋指定プラン・相部屋プランを利用され、公式ツアーバス利用を希望の方は、バスプラン 

の宿泊無プランをお申込みください。 



(３) 宿泊プラン 

(ア)宿泊プラン設定日 

２泊３日プラン ２０２２年９月１７日（土）～９月１９日（月） 

１泊２日プラン ２０２２年９月１７日（土）～９月１８日（日）２日間 

１泊２日プラン ２０２０年９月１８日（日）～９月１９日（月）２日間 ※民宿いながき利用 

         ※9 月 18 日のみの宿泊で民宿いながき以外のご希望の場合はお問合せ下さい。 

 

(イ)食事条件 

1泊食事無プラン 朝食 0回、昼食 0回、夕食 0回 

1泊朝食付プラン 朝食 1回、昼食 0回、夕食 0回 

1泊 2食付プラン 朝食 1回、昼食 0回、夕食 1回（2 泊の場合は左記の食事条件が 2 回になります） 

※食事条件は宿泊施設によって異なります。ご希望を確認の上、お申込みください。 

施設によって食事条件が対応できないことがあります。 

※朝食はお弁当等になる場合がございます。 

 

(ウ)その他 

・添乗員：同行しません。 

・最少催行人員：1名様 

・旅行代金に含まれるもの：宿泊代、コース記載の食事代、大会当日の大会会場への送迎代 

・旅行代金に含まれないもの：個人勘定及びこれに伴うサービス料金は各自ご精算願います。 

・各宿泊施設の部屋数には限りがございます。先着順のため、ご希望の客室・宿泊施設が満室の場

合は、別の施設をご利用ください。 

・記載のホテルの客室にはバス・トイレの設備がない場合も有ります。 

・禁煙・喫煙部屋には限りがございますので、ご希望に沿えない場合がございます。 

 

(エ)取消料 

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは次の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

1．21 日目にあたる日以前の解除 無料 

2．20 日目にあたる日以降の解除（3～6 を除く） 旅行代金の  20％ 

3．7 日目にあたる日以降の解除（4～6 を除く） 旅行代金の  30％ 

 4．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の  40％ 

5．当日の解除（6 を除く） 旅行代金の  50％ 

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

 (４) バスプラン 

(ア)バスプラン設定日 

２泊３日プラン ２０２２年９月１７日（土）～９月１９日（月） 

１泊２日プラン ２０２２年９月１７日（土）～９月１８日（日） 

０泊２日プラン ２０２２年９月１７日（土）～９月１８日（日） 

 

(イ)旅行代金に含まれるもの 

コース記載の発着地～京丹後までの往復のバス料金、 

お弁当１回（1泊 2日、0泊 2日のみ：9月 18日復路のお弁当をご用意しています） 

 

(ウ)発着地 

２泊３日プランは京都駅、新大阪駅発着、１泊２日プランは、京都駅、新大阪駅、新神戸駅発着 

０泊２日プランは、京都駅、新大阪駅発着 

 

(エ)その他 

・添乗員：同行しません。 

・最少催行人員：各２５名様 

・宿泊付きプランか、宿泊無プランかを必ず確認してください。 

・日程表：別紙ご参照下さい。（ツアーページの日程表をご覧ください） 



・発着地は同一となります。 

・バスの座席には限りがございますので、ご希望に添えない場合があります。 

・運行バス会社：丹後海陸交通、京都交通、丸中観光バス、久美浜観光バス 

(オ)取消料 

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

1．21 日目にあたる日以前の解除 無料 

2．20 日目にあたる日以降の解除（3～6 を除く） 旅行代金の  20％ 

3．7 日目にあたる日以降の解除（4～6 を除く） 旅行代金の  30％ 

 4．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の  40％ 

5．当日の解除（6 を除く） 旅行代金の  50％ 

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

（５）ＪＲプラン（東京発着）2泊 3日 

(ア) ＪＲプラン設定日 

2泊 3日のみ ２０２２年９月１７日（土）～９月１９日（月） 

 

(イ) 旅行代金に含まれるもの 

東京～京都の往復新幹線指定席代、乗車券代、京都～京丹後の往復バス代 

宿泊費（つかさ峰山ホテル 2泊 2朝食付き） 

 

(ウ) 発着地 

東京発着 

 

(エ) その他 

・添乗員：同行しません。 

・最少催行人員：8名様 

・日程表：別紙ご参照下さい。（ツアーページの日程表をご覧ください） 

・発着地は同一となります。 

・運行バス会社：：丹後海陸交通、京都交通、丸中観光バス、久美浜観光バス 

 

(オ) 取消料 

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

1．21 日目にあたる日以前の解除 無料 

2．20 日目にあたる日以降の解除（3～6 を除く） 旅行代金の  20％ 

3．7 日目にあたる日以降の解除（4～6 を除く） 旅行代金の  30％ 

 4．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の  40％ 

5．当日の解除（6 を除く） 旅行代金の  50％ 

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

（６）マラソンエントリーについて 

・上記旅行代金には、マラソンのエントリー代が含まれません。 

・エントリーについては、公式ホームページよりお申込み下さい。 

 

 

■旅行企画・実施 

（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後市地域本部 京都府知事登録旅行業第 2-679 

〒629-3101京丹後市網野町網野 367アミティ丹後１階 

総合旅行業務取扱管理者 吉岡 ひとみ 

 

■お問い合わせ先 

株式会社ＪＴＢ 京都中央支店 Email：tangoultra@jtb.com ※お問い合わせはメールにてお願いいたします 

営業時間：月～金 9:30～17:30（土･日･祝祭日休業） 


