
 

 

 

ご 旅 行 条 件 （ 要 約 ） 

●●●●取消料取消料取消料取消料    

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、次の金額を取料

として申し受けます。 

※取消料の対象となるお支払い対象旅行代金とは、契約書面に記した旅行

代金に追加代金（お一人部屋利用追加代金、航空機の等級の変更による差

額運賃・料金等をいいます。） 

●●●●旅券旅券旅券旅券・・・・査証査証査証査証についてについてについてについて    

今回の旅行で必要な旅券は、2014年2月26日以降まで有効で、かつ、

査証欄余白が3ページ以上（うち、見開き2ページ）あるものをご準備下さ

い。（日本国籍以外の方は、自国及び渡航先国の領事館、入国管理事

務所に渡航に必要な書類の要否・手続きについて必ずご確認下さい。） 

●●●●個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取扱取扱取扱取扱についてについてについてについて    

(1)当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人 

  情報「氏名、性別、住所、電話番号、パスポート番号、年齢、生年月 

  日等」について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、 

  お客様がお申し込み頂いた旅行における運送・宿泊機関の提供する 

  サービスの手配の為に、運送・宿泊機関及び手配代行者に対し必要 

  な範囲内で提供させていただきます。 

(2)当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内、アンケートのお願 

  い、統計資料の作成、団体旅行の円滑な実施の為にお渡しする参加 

  者名簿、集合写真作成等にお客様の個人情報を利用させて頂くこと 

  があります。また「EURASIA」という（月刊）の旅行情報誌を送付させて 

  頂きますが、不要な方はお知らせ下さい。 

(3)当社に提出された個人情報については、現地コーディネーターにも 

 必要な範囲内で提供することがあります。 

●●●●旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件・・・・旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの基準基準基準基準    

この旅行条件は、2013年6月1日を基準としています。また、旅行代金

は、2013年6月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用

規則又は2013年6月1日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・

適用規則を基準として算出しています。 

詳詳詳詳しいしいしいしい旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件をををを説明説明説明説明したしたしたした書面書面書面書面（（（（旅行条件説明書全文旅行条件説明書全文旅行条件説明書全文旅行条件説明書全文））））をおをおをおをお渡渡渡渡しいたしますのでしいたしますのでしいたしますのでしいたしますので、、、、事前事前事前事前にににに内容内容内容内容をごをごをごをご確認確認確認確認のののの上上上上、、、、おおおお申込下申込下申込下申込下さいさいさいさい。。。。    

ご出発日の31日前まで 無料 

ご出発日の30日前～3日前まで お支払対象旅行代金の20％ 

ご出発日の前々日、前日、当日の場合 お支払対象旅行代金の50% 

旅行開始後の解除及び無連絡不参加の場合 お支払対象旅行代金の100％ 

●●●●受注型企画旅行契約受注型企画旅行契約受注型企画旅行契約受注型企画旅行契約    

この旅行は㈱ユーラシア旅行社（東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館

別館4F、以下「当社」といいます）が、 お客様の依頼により旅行の目的地及

び日程、お客様が提供を受けることができる運送等のサービスの内容並びに

お客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成

し、これにより旅行を実施する旅行契約であり、この旅行に参加されるお客様

は、当社と「受注型企画旅行契約」（以下「契約」）を締結することとなります。

また、旅行条件は当書面によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出

発前にお渡しする最終日程表（確定書面）および当社旅行業約款受注型企

画旅行の部によります。 

●●●●旅行旅行旅行旅行のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みみみみ及及及及びびびび契約成立時期契約成立時期契約成立時期契約成立時期    

(1)所定の旅行参加申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添え 

  てお申し込み下さい。申込金は、旅行代金の一部として充当します。 

(2)電話、郵便、ファックシミリ、インターネット、その他の通信手段でお申し込 

  みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知し、当社が定める期間までに申 

  込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。 

(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立す 

  るものといたします。 

●●●●旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金にににに含含含含まれるものまれるものまれるものまれるもの    

(1)旅行日程に明示した航空券の運賃（特に明示ない限り、エコノミークラス） 

(2)旅行日程に明示した観光の料金（ツアーで使用する専用車代、コーディ 

  ネーターによるガイド料金） 

(3)旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サ－ビス料金 

(4)旅行日程に明示した食事（ホテルでの朝食）の料金 

(5)航空機による手荷物運搬料金（航空会社により規定が異なります。） 

●旅行代金に含まれないもの 

前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。 

(1)日本国内における空港施設使用料、旅客保安サービス料、旅行日程中 

  の各国空港諸税、運送機関の課す付加運賃・料金 

(2)超過手荷物料金 

(3)ホテルでの朝食以外の飲食代（昼食代、夕食代） 

(4)クリーニング代、電話代、チップ（ホテルのボーイやメイドへのチップ、 

  レストランでのチップなど）、その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う 

  税・サービス料金 

(4)お一人部屋を使用される場合の追加料金 

(5)日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費 

(6)入場観光の場合の観光施設への入場料 

(7)傷害・疾病に関する治療費 

お客様へのご案内とご注意お客様へのご案内とご注意お客様へのご案内とご注意お客様へのご案内とご注意    ～必ずお読み下さい～～必ずお読み下さい～～必ずお読み下さい～～必ずお読み下さい～    

 

 

 

●モデルプランのご参考旅行代金は、ツインルームを２名様でご利用頂 

 くことを基本としています。階数、部屋向き、カテゴリーなど指定無しの 

 お部屋となります。 

●お二人部屋はツインルーム(ベッド２つ)をご用意します。ご夫婦など 

  カップルでのご参加の場合、ダブルルーム(キングサイズ又はクイーン 

   サイズのベッド１つ)となる場合があります。 

●ツインルームには、２つのベッドマットが離れていないタイプの部屋も含 

   まれます。 

●お一人部屋（シングルルーム）はお二人部屋（ツインルーム）と比べて 

  手狭になることが殆どです。 

●地方都市のホテルは、地域柄、ホテルの設備等が首都に比べ劣りま

す。お部屋数にも限りがある為、お部屋によって広さや窓の有無、景観、

階数等異なります。予めお含みおき下さい。 

●２名様で1室ご利用としてお申込み頂いた後、お相手の方のキャンセ 

  ルで同室の方がいらっしゃらず、お一人でお部屋をご利用頂く場合は、 

   お一人部屋利用追加料金をお支払い頂きます。 

●1名様でお申込で、他に相部屋希望の同性のお客様がいらっしゃらな 

  い場合は、お1人部屋をご利用頂きますので、1人部屋利用追加料金 

  をお支払い頂きます。 

ご宿泊についてご宿泊についてご宿泊についてご宿泊について    

旅行旅行旅行旅行

企画企画企画企画

実施実施実施実施    日本旅行業協会日本旅行業協会日本旅行業協会日本旅行業協会(JATA)(JATA)(JATA)(JATA)正会員正会員正会員正会員・ボンド・ボンド・ボンド・ボンド保証会員保証会員保証会員保証会員 

〒１０２〒１０２〒１０２〒１０２----８６４２８６４２８６４２８６４２     東京都千代田区平河町２ 東京都千代田区平河町２ 東京都千代田区平河町２ 東京都千代田区平河町２----７７７７----４４４４    砂防会館別館４Ｆ砂防会館別館４Ｆ砂防会館別館４Ｆ砂防会館別館４Ｆ    

TELTELTELTEL::::０３０３０３０３----３２６５３２６５３２６５３２６５----１９００１９００１９００１９００    FAXFAXFAXFAX::::０３０３０３０３----３２６５３２６５３２６５３２６５----１３９５１３９５１３９５１３９５    担当：栗山 啓担当：栗山 啓担当：栗山 啓担当：栗山 啓 URL  URL  URL  URL  http://www.eurasia.co.jphttp://www.eurasia.co.jphttp://www.eurasia.co.jphttp://www.eurasia.co.jp 

観光庁長官登録旅行業第観光庁長官登録旅行業第観光庁長官登録旅行業第観光庁長官登録旅行業第975975975975号号号号 

営業時間 月～金 10:00～18:30（土･日･祝休み） 

総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者    

栗山栗山栗山栗山    啓啓啓啓    

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約に関し、

担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

    お申込・お問い合わせは下記へお申込・お問い合わせは下記へお申込・お問い合わせは下記へお申込・お問い合わせは下記へ    

EEEEメール：メール：メール：メール：group@eurasia.co.jpgroup@eurasia.co.jpgroup@eurasia.co.jpgroup@eurasia.co.jp 

 

 

 

 

 

旅行企画旅行企画旅行企画旅行企画    

実施実施実施実施    

自転車王国ベルギー 

シクロクロス、トラックレース観戦ツアー ８日間 

 

自転車競技が国技のベルギー。日本の四国

とほぼ同じ面積に約1,000万人が居住する

ベルギーでは、世界一数多くの自転車ロー

ドレースが開催され、自転車がスポーツと

して真に国民に親しまれています。シクロ

クロスはロードレース選手の冬季トレーニ

ングの一環として始まり、ヨーロッパの中

でも、特にベルギーやオランダで人気の高

い競技です。シクロクロスと並び、冬季の

自転車レースとして盛んなのがトラック

レース（６日間）。短距離のトラックを猛

スピードで走りぬける熱戦は、大迫力で

す。 

レース観戦以外にも、自転車ゆかりの博物

館訪問やクラッシックレースのコース巡り

など、自転車好きにはたまらない内容が盛

りだくさん！！自転車レースマニアのかた

も、スポーツ自転車愛好家のかたにも、存

分にお楽しみ頂ける企画です。 



 

 

 

 
 

①ベルギーで開催されるゲント「6日間トラックレース」、「シクロクロス・ワールドカップ」に合わせた期間限定ツアー。 

   レース観戦以外にも、自転車博物館やクラシック・レースのコースなど、自転車好きの方々に関心の高い場所を訪問。 
 

②現地では、元自転車ロードレースのプロ選手で、欧州で日本の自転車競技選手の強化育成にも携わる現役コーチ、 

  山宮正氏が同行。プロならではの解説をききながら、欧州の自転車競技の深奥なる世界をご堪能頂けます。 
 

③ホテルはレース観戦に最適なロケーションで確保。ゆったりとした行程で滞在をお楽しみいただきます。 
 

④大人数団体の一般的なパッケージツアーとは一味違う少人数制ツアー。昼食や夕食レストランでは、ご自身のお好み 

   にあわせて食事内容や分量を選択でき、自由旅行に近い感覚でお楽しみ頂けます。 

ツ ア ー の ポ イ ン ト 

ゲント「屋内６日間レース」をＡ席で観戦    
 

例年、前売りで完売してしまうほど大人気のゲント「屋内ト

ラックレース」。ゴール前のＡ席で観戦します。会場では飲

物や軽食も販売され、本場の迫力あるレースをリラックス

しながら、お楽しみ頂けます。レースは午後７時に始ま

り、深 夜 ま で 続 き ま す

が、ご宿泊ホテルは会場

近くの徒歩圏の場所に

確保。ご自分のペースで

観 戦 し、「疲 れ た の で、

早めにホテルへ休む」こ

ともできるので安心。 

ロンド・ファン・フラーンデレン博物館 

（ツール・ド・フランダース博物館） 
ロンド・ファン・フラーンデレン（ツール・ド・フランダース）は

1913年に始まった伝統のあるレース。ベルギーの北半分

を占めるフランダース地方で行われる国民的行事で、

数々の歴史的な勝負が繰

り広げられてきました。館

内には、歴代レース勝者、

レースシーンなどが展示。

オリジナルジャージやプロ

チームのグッズを販売す

る、コ レ ク タ ー に 人 気 の

ショップも併設しています。 
写真提供：堀口淳子様（シクロクロス写真）、 

www.milo-profi.com（ベルギー・フランダース観光局） 

シクロクロス ワールドカップ観戦 

（コクサイデ） 
シクロクロスは、ところどころに柵、階段などの障害物が設

定された、不整地の周回コースを廻るレース。欧州の秋～

冬にかけての時期に開催され、泥や砂丘などの過酷な場

所を激しく駆け抜けてゆく様子は迫力満点。シクロクロス

の中でも、レースのレベル、

イベント価値も高い大会の一

つがワールドカップです。こ

のツアーで見学するコクサイ

デ（Koksijde）のワールドカッ

プは砂丘が名物で、2012年

大会では6～7万人の観客が

会場に詰めかけたとされる

欧州でも人気の大会です。 

深い砂にタイヤをとられる難

コースで鮮やかな走りを見せ

るトップ選手たちの姿は圧巻

です。 

 

 

ゲント6日間レースの会場にて（イメージ） 

シクロクロス・レース（イメージ） 

※本パンフレットに掲載したシクロクロスの写真は、2012年にコクサイデで行われた世界選手権時のものをシクロクロス・レースのイメージ 

 写真として掲載したものです。出場選手やユニフォーム（ジャージ）、会場の雰囲気等、異なる場合がありますので、お含みおきください。 

 

 

自転車レースのプロフェッショナルによる解説 

現地コーディネーター 山宮 正 氏 Tadashi Sangu プロフィール 
元自転車ロードレースプロ選手、自転車競技有資格コーチ、スポーツビジネスマネージャー。東京都出身で、

ミヤタレーシングチーム、オランダのプロチームをはじめ、国内外の数々のチームに在籍。1995年現役引退

後、オランダにてスポーツマネージメントオフィス「Japan Sports Project B．V.」を設立。現在はベルギーに住

みながら、全日本チームや全日本学生選抜チームなど、数多くのトップ選手の育成を手がけている。 

☆右写真は山宮氏と2013年ｼｸﾛｸﾛｽ世界ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ、ｽｳﾞｪﾝ・ﾈｲｽのジャージ「マイヨー・ドゥ・アルカンシェール」（実物） 

出発日 

2013年 

11月18日（月） 

出発（8日間） 

モデルプラン 

参考代金 

２８８,０００円 
※空港諸税・燃油費と

して 別途、54,00054,00054,00054,000円円円円（6

月3日現在) が必要とな

ります。発券時点のも

のが適用され、今後、

変動する場合がありま

す。    

お一人部屋 

利用追加料金 
３２,０００円３２,０００円３２,０００円３２,０００円    

（日本からの）

添乗員 

なし（同行しません） 

現地到着後、日本語を話

す現地コーディネーター

がご案内します。 

食事（回数） 朝5回・昼0回・夕0回 

募集人数 ４～６名 

査証 

不要（但し、ベルギー出

国時3ヶ月以上の旅券有

効残存期間が必要） 

お問合せ・お申し込みは、ユーラシア旅行社 TEL０３－３２６５－１９００まで(担当：栗山) 

<<<<食事食事食事食事>>>> 朝＝朝食、昼＝昼食、夕＝夕食、 弁＝弁当、機＝機内食、□＝食事なし 

 ※当コースは昼食代と夕食代が旅行代金に含まれていません。現地ではコーディネーターがお勧めのレストランへご案内します。 

    昼食代、夕食代はご自身がお召し上がりになった飲食分を、都度、レストランにてお支払い頂きます。 

<観光<観光<観光<観光>>>> 『  』の箇所は入場観光、「  」は下車観光となります。なお、入場観光施設への入場料は旅行代金に含まれていません。 

   ※公共交通機関利用の場合の交通費（4日目ゲントの路面電車等）は旅行代金に含まれず、現地にて実費でのお支払いとなります。 

   ※ご宿泊やご旅行取引条件、ご旅行条件等につきましては、裏表紙もご覧下さい。 

当ツアーは参加人数が４名から

出発の受注型企画旅行となりま

す。2日目から7日目の行程につ

いては他の参加者との混載ツ

アー（最大6名）となります。上記

旅行代金は2013年6月時点の航

空座席の空席状況にもどづく参

考料金となります。詳しくはユーラ

シ ア 旅 行 社（TEL03-3265-1900/

担当：栗山）までお問合下さい。 

ベルギー 自転車レース観戦ツアー ８日間 モデル・プラン 

アントワープ市内（ノートルダム大聖堂） 

        期日期日期日期日    都市名都市名都市名都市名    時間時間時間時間    交通交通交通交通    日程・訪問地・宿泊・食事（日本語）日程・訪問地・宿泊・食事（日本語）日程・訪問地・宿泊・食事（日本語）日程・訪問地・宿泊・食事（日本語）    

1111    

11/1811/1811/1811/18    
      ■成田空港に出発の２時間前に集合。 

■成田発。空路、オランダの首都アムステルダムへ。 

■アムステルダム着。その後、オッセンドレクトへ。 
成田発 昼 航空機 

月月月月    
ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ着 午後 専用車 

      オッセンドレクト泊／□□□ 

2222    

11/1911/1911/1911/19    
ｵｯｾﾝﾄﾞﾚｸﾄ     ☆第２日目～６日目まで、ベルギー在住の元プロ自転車競技選手、

自転車競技有資格コーチである山宮正氏がレース観戦やオランダ、

ベルギーの自転車世界の解説をしながらご案内します。 

■朝食後、オランダとの国境の位置するベルギーの西ブラバ

ント州へ。スポーツサイクル本場の『プロショップ』、『自転車

博物館』を見学します。 

      

火火火火    

      

    専用車 

      

      

      オッセンドレクト泊／朝□□ 

3333    

11/2011/2011/2011/20    
ｵｯｾﾝﾄﾞﾚｸﾄ 09:00 専用車 ■朝食後、ベルギー第２の都市で、ファッションの街としても

名高いアントワープの観光。「ノートルダム大聖堂」を見学

後、自由散策やショッピングなどをお楽しみ頂きます。 

■午後、ベルギー第３の都市、ゲントへ。 

アントワープ     

水水水水    

      

      

ゲント     ゲント泊／朝□□ 

4444    

11/2111/2111/2111/21    
ゲント   公共交通  

      

木木木木    

      

      

      

      ゲント泊／朝□□ 

5555    

11/2211/2211/2211/22    
ゲント   専用車 ■午前、『ロンド・ファン・フラーンデレン博物館』、ロンセの

『自転車レース博物館』を訪ねます。（この日はゆっくりと朝食

をとってから、ホテルを出発します） 

■また、ベルギーのクラシック・レースのコース（一部）にも訪

問します。 

      

金金金金    

      

      

      

デ・パンネ     デ・パンネ泊／朝□□ 

6666    

11/2311/2311/2311/23    
デ・パンネ   専用車 ■朝食後、コクサイデへ。 

■シクロクロス「ワールドカップ」レースの観戦をお楽しみ頂き

ます。 
コクサイデ     

土土土土    
      

      デ・パンネ泊／朝□□ 

7777    

11/2411/2411/2411/24    
デ・パンネ 午前 専用車 ■午前、ブリュッセルへ空港向かいます。（車で約2時間） 

■ブリュッセル発。アムステルダム乗り継ぎ、帰国の途へ。 ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ発 午後 飛行機 

日日日日    
      

      機中泊／朝□□ 

8888    
11/2511/2511/2511/25    

成田着     ■成田着。着後、解散。 

      

月       機機□ 

■朝食後、公共交通を利用し、ゲントの観光。「聖バーフ大聖

堂」へご案内します。その後、自由散策やショッピングなどで

お楽しみ下さい。 

■夕食後、『6日間レース』を観戦。迫力ある熱戦をお楽しみ

下さい（レースは19：00～）。  


