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ウルトラマラソン オフィシャルツアー最終のご案内 

 

【各プラン】 

Ａコース  JR プラン（宿泊付）／東京発着 

Ｂコース  バスプラン（宿泊付）／京都・新大阪・新神戸発着 

Ｃコース  バスプラン（宿泊無）／京都・新大阪・新神戸発着（往復バス単品） 

Ｄコース  施設指定宿泊プラン（宿泊単品／大会当日送り付） 

Ｅコース  相部屋宿泊プラン（宿泊単品／大会当日送り付） 

【Aコースのご案内】 
 
往路：9／17（土）ひかり６３５号 東京発０８：３３  京都着１１：１２ 
復路：9／19（月）ひかり６５６号 京都発１５：３３    東京着１８：１２ 
 
※ご自身で東京駅から京都駅まで移動をお願いします。 

 ※新幹線のチケットは自動改札ではご利用できません。必ず有人改札をご利用ください。 
 ※乗車変更、払い戻し、途中下車は不可 
 ※京都駅到着後、ＪＲ京都駅（八条口側）アバンティ前 サンクンガーデン付近へ 

各自移動お願いします 
  
【Ａコース、Ｂコース(１泊２日、２泊３日)、Ｃコース(１泊２日、２泊３日)のご案内】 
 
＜ＪＲ京都駅＞ 緊急連絡先：080-2956-8233 ※当日キャンセルや遅れる際などはお電話下さい 
 集合時間：１１時３０分   出発時間：１１時５０分 
集合場所：ＪＲ京都駅（八条口側）アバンティ前 サンクンガーデン付近 
★ホテルつかさ峰山行のバスがあります。受付時に係員に宿泊施設をお伝え下さい。 
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＜ＪＲ新大阪駅＞ 緊急連絡先：090-1670-9490  ※当日キャンセルや遅れる際などはお電話下さい 
 集合時間：１１時１５分    出発時間：１１時３０分 
集合場所：ＪＲ新大阪駅南側（正面口）大型バス駐車場 
★ホテルつかさ峰山行のバスがあります。受付時に係員に宿泊施設をお伝え下さい。 

 
＜ＪＲ新神戸駅＞ 緊急連絡先：090-5619-9430  ※当日キャンセルや遅れる際などはお電話下さい 
 集合時間：１１時１５分    出発時間：１１時３０分 
集合場所：ＪＲ新神戸駅南側 貸切バス駐車場 
★ホテルつかさ峰山行のバスはございません。アミティ丹後にて峰山・大宮行にお乗り換え下さい 
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【Cコース(０泊２日)のご案内】 
＜ＪＲ京都駅＞ 緊急連絡先：080-2956-8233 
 集合時間：２３時１５分    出発時間：２３：３０ 
集合場所：ＪＲ京都駅（八条口側）アバンティ前 サンクンガーデン付近 
※上記同様 

 
＜ＪＲ新大阪駅＞ 緊急連絡先：090-1670-9490 
集合時間：２３時００分集合  出発時間：２３：１５ 
集合場所：ＪＲ新大阪駅南側（正面口）大型バス駐車場 

 ※上記同様 
 
【ホテルつかさ峰山・丹後王国の朝食・大会当日夜発(京阪神行)のバスにご乗車する方の夕食について】 
 
ホテルつかさ峰山・丹後王国にご宿泊の方は、朝食が弁当になります。(朝食券お渡し) 
大会当日夜発(京阪神行)のバスにご乗車する方には、夕食(弁当)をお渡しします。(夕食券お渡し) 
 
朝食券・夕食券は、バス乗車の際の受付時に係員よりお渡し致します。 
 
＜朝食券＞ 
・ホテルつかさ峰山・ホテル丹後王国にご宿泊の方には、バス乗車の際の受付時に、 
係員より１８日分の朝食弁当券をお渡しします。 

 
・ホテルつかさ峰山に２泊３日ご宿泊の方には、１９日分もお渡しします。 
 
＜夕食券＞ 
・B コースの１泊２日、C コースの０泊２日・１泊２日をお申込みの方に 
１８日分の夕食弁当券をお渡しします。 

 
【大会シャトルバス運行スケジュール及び１８日スタート会場への案内】 
※「大会シャトルバス運行表」は最終ページをご確認下さい。 

  
＜９／１７（土）＞ アミティ丹後→宿舎  
各宿舎エリア行きの大会シャトルバスが運行 
※シャトルバススケジュールをご確認下さい。 
※どの方面行きかは、宿泊施設一覧表をご参照ください。 
 

＜９／１８（日）＞各施設→スタート地点 
大会当日の宿舎からスタート地点への送り（100km、60km とも）は各宿舎の車が行う 
※出発時間は宿舎によって異なる為、各宿舎のチェックインの際にご確認ください。 
※宿舎の車で送迎不可の宿舎(下記参照)は、大型バスを運行し、アミティ丹後まで送迎します。 

 
＜宿舎の車で送迎不可の宿舎＞ 
・セントラーレ・ホテル京丹後   02:30 発 
・ホテルつかさ峰山        02:40 発 
・ホテル丹後王国         02:45 発 
・城嶋ステイ           02:30 発 
・五光              02:30 過発 
・てり吉             02:45 発 
 
 
＜ホテルつかさ峰山ご宿泊 60km参加選手への送迎に関して＞ 
 9/18（日）早朝の送迎に関して、60km 専用のバスで久美浜浜公園まで送迎します。 
 ホテルつかさ峰山 【出発時間】07:20 
 久美浜浜公園   【到着時間】08:00 頃 
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＜９／１８（日）＞ゴール地点→各宿舎 
各宿舎エリア行きの大会シャトルバスが運行 
※シャトルバススケジュールをご確認下さい。 
※どの方面行きかは、宿泊施設一覧表をご参照ください。 
 

【ご宿泊について】 
お申込みの方の宿泊宿舎先については、宿案内の資料もお送りしておりますので、 
そちらをご確認頂ければ幸いでございます。 
 
【その他のご注意】 
＜抗原検査に関して＞ 
大会参加には、抗原検査の実施が必須になります。 
https://www.r-wellness.com/tango/participant-info/antigen-test.html 
 
検査実施日：①9 月 17 日（土）／②9 月 18 日（日）で２回実施 
・9 月 17 日（土）：12 時までを目途に１回目 
・9 月 18 日（日）：会場到着 1 時間前を目途に 2 回目 
※前日の 12 時までに宿泊施設にご入館する方は、ご入館前に検査を実施して下さい 

 
＜宿舎に関して＞ 
・チェックイン   １５：００以降になります。 

ご自身で宿泊施設へチェックインをお願いします。 
チェックインの際に、ご氏名をお伝え下さい。 
(氏名のみでチェックイン可) 

 
※１８：００以降にご到着される場合は、 
宿泊施設に必ず事前にご連絡ください。 

 
・各宿泊施設情報  連絡先・所在地については宿泊一覧表をご確認ください。 
 
・夕食       ご到着が遅い場合は、夕食がご用意できないことがございます。 

その場合でも夕食代の返金はできませんので予めご了承ください。 
 

・駐車場      自動車でお越しの際、宿泊施設の駐車場は数が限られております。少し離れた場所にご
案内する場合もあります。 

  
・食事条件     １泊２食付き(夕食・朝食) 
 

※「ホテルつかさ峰山」「ホテル丹後王国」は 1 泊朝食付きで、 
朝食がお弁当となります。 
弁当配布時間：１８日朝食弁当・・・１７日の１９時頃 

１９日朝食弁当・・・１９日の７時頃 

※「城嶋ステイ」は素泊まり(食事無)となります。 

・注意事項     ・アメニティの準備が十分でない場合がありますので、歯ブラシ・タオル・シャンプ
ー・カミソリはご持参ください。 

・大会当日の朝食時間については、宿泊施設によって提供時間が異なりますので、チェ
ックインの際にご確認ください。                                                                 
※予定時刻 100km コース：1:30～2:30 頃、60km コース：6:30～7:30 頃 

https://www.r-wellness.com/tango/participant-info/antigen-test.html
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・9／17（土）の 1 泊の方はスタート地点へ出発する前に宿舎でチェックアウトをお済
ませください。 

・ツアーバスの到着時刻は道路状況によって遅れる場合があります。各到着地（京都、
新大阪、新神戸）から乗り継がれる場合は、時間に余裕をもって計画を立てて下さ
い。 

【お問い合わせ先】                                      

＜９月１６日（金）まで＞                                       
株式会社ＪＴＢ 京都中央支店（平日９：３０～１７：３０ 土・日・祝祭日は休業）                      
TEL：０７５―２８４―０１７５     FAX：０７５―２８４―０１５５ 

＜ツアー期間中 ９月１７日（土）～１９日（月）＞ 

ＴＥＬ： ０８０―２２１４―５０２７              

＜各駅緊急連絡先＞ 

京都駅  ＴＥＬ： ０８０―２９５６ー８２３３ 

新大阪駅 ＴＥＬ： ０９０―１６７０ー９４９０ 

新神戸駅 ＴＥＬ： ０９０―５６１９―９４０３ 
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２０２２年９月１７日（土）：各地 ⇒ アミティ丹後（受付） ⇒ 宿舎 

 
Ａコース 
Ｂコース(１泊２日、２泊３日) 
Ｃコース(１泊２日、２泊３日) 

 
  東京駅 08:33発  

【ひかり 635号】                大会シャトルバス 16:00頃出発予定 
                                
                                       浅茂川・小浜エリア 
                              てり吉・いながき・島田荘・ 
                              ニュー丸田荘・松栄 
      
 
                                
                                        浜詰・小天橋エリア 
                               友善 
 
  京都駅 11:12着 
                                        久美浜エリア 

集合：11:30 ツアーバス３台(２台は峰山行)     シーサイド西中 
  京都駅                         古谷屋・わだ 
     出発：11:50       到着：15:00頃                 
                                        弥栄エリア 
     集合：11:15 ツアーバス２台(１台は峰山行)     ホテル丹後王国 
  新大阪駅                         

 出発：11:30       到着：15:00頃 
                                        琴引浜・三津エリア 
                              五光・城嶋ステイ 
     集合：11:15   ツアーバス１台     
  新神戸駅 

 出発：11:30       到着：15:00頃                峰山・大宮エリア 
                              セントラーレ京丹後 
 
 

 Ｃコース(０泊２日) 
 
 【９／１７（土）】      【９／１８（日）】 

集合：23:15 ツアーバス          
  京都駅                     6:40～8:00発     
     出発：23:30   到着：3:00頃         大会シャトルバス 
                      アミティ丹後／         久美浜浜公園／ 

集合：23:00 ツアーバス       100kmスタート地点       60kmスタート地点 
  新大阪駅                       
     出発：23:15    到着：3:00頃   ※60km参加者はアミティ丹後到着後２階ホール又は体育

館にて休憩後、アミティ丹後 6:40～7:50発（随時運行）の 
                      大会シャトルバスにて 60kmスタート地点へ 
 
 

 

 

ア

ミ

テ

ィ

丹

後 
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２０２２年９月１８日（日）大会当日：宿舎 ⇒ アミティ丹後 ⇒ 宿舎 

 
【スタート前】 
      【宿舎送迎バス】 
  各宿舎             スタート地点           
             
100kmの部 ※2:30～3:00頃発   3:00頃着 4:30スタート 
 60kmの部 ※6:30～7:30頃発   8:00頃着 9:00スタート 

※間人地区及び浜詰地区に関しては宿舎の車以外に多数の方がおられるためバスを別途運行いたします。 

間人：丹後海陸交通 間人案内所前  ３：００出発 

 
【ゴール後】 
Ａコース 
Ｂコース(２泊３日) 
Ｃコース(２泊３日) 

【大会シャトルバス】 
  アミティ丹後             各宿舎           
          14:00～20:00発        ※各宿舎への方面は 18日の行程を確認してください。 
 
Ｂコース(１泊２日) 
Ｃコース(０泊２日、１泊２日) 

  ★バス乗車時に弁当を配布します。車内でお召し上がり頂けませんので、 
SAエリア 味夢の郷(予定)にてお召し上がり下さい。 ※アミティ丹後から約１時間３０分 
＜集合場所＞     体育センター前駐車場 
＜集合時間(早期便)＞ ※１６：００までに人数が２０名以上お揃いの場合 

(お揃いにならない場合は出発しません。新神戸行きは本対応はございません) 
＜出発時間＞     １６：００  

 
＜集合時間(通常便)＞ １８：４５ 
＜出発時間＞     １９：００ 

 
【ツアーバス】 

  アミティ丹後                          京都駅  21:30頃 
                                                  

新大阪駅 22:00頃 
 
                                  新神戸駅 22:00頃 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大会当時のスタート地点への送り

は、各宿舎の車にて行います。 

宿舎によって出発時間が違いますので

必ずご確認ください。 

集合場所(アミティ丹後) 

網野体育館センター 

あみの図書館・網野庁舎 
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２０２２年９月１９日（月）宿舎 ⇒ ホテルつかさ峰山 ⇒ 各地へ 

 
Ａコース 

 Ｂコース(２泊３日) 
 Ｃコース(２泊３日) 
 
●浅茂川・小浜・琴引浜・三津エリア １４名 
 
五光           島田荘・ニュー丸田荘            松栄 
  09:20発      09:30着       09:35 発     09:40着   09:45発 
 
             てり吉            ホテルつかさ峰山 
               09:50着  10:00発        10:20着 
 
●久美浜エリア １名 
 
わだ         ホテルつかさ峰山   
  09:45発   10:20着        

 
ホテルつかさ峰山にて、各方面（京都、新大阪）行きのバスへお乗換え頂きます。 

 

 
●峰山エリア ４５名  
 
                         
         
               京都方面４４名 【ひかり 635号】 

京都駅         東京駅 
            14:00頃着  15:33発         18:12着 
 
               大阪方面１６名 
               新大阪駅 
            14:30頃着 
 
                         
 
 
 
           
 
 

 

 

ホテル

つかさ 

峰山 

10:30発 
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大会シャトルバス運行表 
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地区 宿名 住所 TEL

シャトルバス

９／１７

アミティ→宿舎

シャトルバス

９／１８

メイン会場→宿舎

大宮 セントラーレホテル京丹後 〒629-2523 京都府京丹後市大宮町三坂１０５−１５ 0772-68-1122 峰山・大宮 峰山・大宮

大宮 ホテルつかさ峰山 〒627-0005 京都府京丹後市峰山町新町１７９７ 0772-62-5771 峰山・大宮 峰山・大宮

弥栄 ホテル丹後王国 〒627-0133 京都府京丹後市弥栄町鳥取１２３ 0772-65-4567 弥栄（丹後王国） 弥栄

間人 城嶋ステイ 〒627-0201 京都府京丹後市丹後町間人２９５７ 0772-60-7192 琴引浜・三津・丹後
浅茂川・小浜・琴引浜・三津・丹後

琴引浜・三津・丹後町

間人 五光 〒627-0201 京都府京丹後市丹後町間人２７３４ 0772-75-2097 琴引浜・三津・丹後
浅茂川・小浜・琴引浜・三津・丹後

琴引浜・三津・丹後町

浅茂川 てり吉 〒629-3104 京都府京丹後市網野町浅茂川１８６１−１３ 0772-72-0308 浅茂川・小浜
浅茂川・小浜・琴引浜・三津・丹後

浅茂川

浜詰 友善 〒629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰２６６ 0772-74-1146 浜詰・小天橋
浜詰・久美浜・小天橋

浜詰・久美浜

掛津 島田荘 〒629-3112 京都府京丹後市網野町掛津５４ 0772-72-4110 琴引浜・三津・丹後 琴引浜・三津・丹後町

掛津 松栄 〒629-3112 京都府京丹後市網野町掛津１２７３−１ 0772-72-0724 琴引浜・三津・丹後 琴引浜・三津・丹後町

掛津 ニュー丸田荘 〒629-3112 京都府京丹後市網野町掛津１３ 0772-72-5716 琴引浜・三津・丹後 琴引浜・三津・丹後町

湊宮 わだ 〒629-3422 京都府京丹後市久美浜町湊宮１８４３ 0772-83-0018 浜詰・小天橋
浜詰・久美浜・小天橋

浜詰・久美浜

久美浜 シーサイド西中 〒629-3424 京都府京丹後市久美浜町蒲井５６６ 0772-83-0184 久美浜（蒲井） 久美浜（蒲井）

久美浜 古谷屋 〒629-3410 京都府京丹後市久美浜町３３３８ 0772-82-0005 久美浜
浜詰・久美浜・小天橋

浜詰・久美浜

小浜 いながき 〒629-3113 京都府京丹後市網野町小浜４１８ 0772-72-0197 浅茂川・小浜
浅茂川・小浜・琴引浜・三津・丹後

小浜

地区別宿泊施設一覧


