
平成２６年７月２５日 

 

平成２6 年１２月７日（日）の「第 1 回伊勢志摩サイクリングフェスティバル」開催にあわせて 

大阪・名古屋からサイクルトレインを利用した宿泊ツアーを実施します！ 

～自分の自転車を乗せて、伊勢志摩の風を感じてみませんか～ 

 

近鉄では志摩地域において、「健康」や「スポーツ」をテーマとした滞在型観光地の形成を目指しており、

「志摩ロードパーティハーフマラソン」、「伊勢志摩ツーデーウオーク」、「ミズノクラシック～伊勢志摩～」な

ど、志摩地域で行われるスポーツイベントのプロモーションや情報発信を積極的に行っています。 

このたび、平成２６年１２月７日（日）に、三重県志摩市で「第 1 回伊勢志摩サイクリングフェスティバ

ル」が開催されることとなり、主催する実行委員会から大会詳細についての報道発表が行われましたので、お

知らせします。 

「第 1 回伊勢志摩サイクリングフェスティバル」の開催にあわせて、近鉄では１２月６日（土）を出発日

とするサイクルトレインを利用した１泊２日の旅を実施します。 

サイクルトレインには自転車を折りたたむことなくそのまま乗車することができ、折りたたみ自転車をお持

ちでない方も自分の自転車で大会に参加いただくことが可能です。また、大会当日の１２月７日（日）には、

地元にお住まいの方を対象にしたサイクルトレインも東松阪駅から運行します。 

この機会に是非、お客様ご自身の自転車で「第１回伊勢志摩サイクリングフェスティバル」にご参加いただ

き、伊勢志摩の風を感じていただければと考えています。 

               

＜サイクルトレインイメージ＞ 
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Ⅰ．「近鉄サイクルトレインで行く 第 1 回伊勢志摩サイクリングフェスティバル 宿泊プラン」 

１．出発日     平成２６年１２月６日（土） ※雨天決行 

２．募集期間    平成２６年８月１日（金）から１１月２０日（木）まで 

３．募集人員    大阪方面発、名古屋方面発 各１２０名（大阪方面発は大人のみの販売） 

４．最少催行人員  各５０名 

５．行程 

 ＜大阪方面発＞ 

  【往路･１２/６（土）】 

     大阪上本町駅++（サイクルトレイン）++鶴橋駅++長瀬駅++大和高田駅++大和八木駅++ 

 

    伊賀神戸駅++鵜方駅++賢島駅（１３:００頃着）--（サイクリング･約８km）-- 

 

    志摩スペイン村（事前受付場所）--（各自）--各宿泊施設 

 

  【復路･１２/７（日）】 

    各宿泊施設--（各自）--志摩スペイン村（大会会場/スタート･ゴール）-- 

 

    （サイクリング･約８km）--賢島駅（１５:３０～１６:００頃発）++（サイクルトレイン）++ 

 

    鵜方駅++伊賀神戸駅++大和八木駅++大和高田駅++長瀬駅++鶴橋駅++大阪上本町駅 

 

＜名古屋方面発＞ 

  【往路･１２/６（土）】 

    近鉄名古屋駅（９:００頃発）++（サイクルトレイン）++蟹江駅++霞ヶ浦駅++江戸橋駅++ 

 

    鵜方駅++賢島駅（1２:３0 頃着）--（サイクリング･約８km）--志摩スペイン村（事前受付場所） 

 

--（各自）--各宿泊施設 

 

  【復路･１２/７（日）】 

    各宿泊施設--（各自）--志摩スペイン村（大会会場/スタート･ゴール）-- 

 

    （サイクリング･約８km）--賢島駅（１５:００頃発）++（サイクルトレイン）++鵜方駅++ 

 

江戸橋駅++霞ヶ浦駅++蟹江駅++近鉄名古屋駅（１８:３０頃着） 

 

※  の駅から出発する場合は、自転車を袋にいれて（輪行）乗車できる方のみとなります。 

 その場合は、鵜方駅から路線バスをご利用いただくことも可能です。 

※往路・復路とも志摩スペイン村と賢島駅の間は、大会スタッフが伴走します。       

別 紙 
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６．旅行代金（一部）（お一人様） 

 

・「シーズンインアミーゴス」または「リゾートイン磯部」宿泊の場合（素泊まり／2 名 1 室利用） 

 

大阪方面発                                （円） 

 大阪上本町 鶴橋 長瀬 大和高田 大和八木 伊賀神戸 

大人 10,000 10,000 9,790 9,460 9,460 8,610 

           

名古屋方面発                  （円） 

 近鉄名古屋 蟹江 霞ヶ浦 江戸橋 

大人 9,300 9,120 8,740 8,060 

小人 7,730 7,630 7,440 7,100 

           

【旅行代金に含まれるもの】近鉄運賃、宿泊代（1 泊素泊まり）、諸税等 

                  朝食は軽食サービスあり（パン・コーヒーのみ） 

          ※「伊勢志摩サイクリングフェスティバル」への参加は事前申込みが必要です。参加費は 

       含まれておりませんので、別途各自お申込みください。    

    ※他にも「ホテル志摩スペイン村」にご宿泊のプランもあります。 

    

 ７．お申し込み 

大阪難波、大阪上本町、鶴橋、布施、近鉄八尾、河内国分、大和高田、大和八木、榛原、名張、 

八戸ノ里、瓢箪山、生駒、大和西大寺、近鉄奈良、京都、大久保、新田辺、天理、王寺、 

大阪阿部野橋、矢田、藤井寺、古市、高田市、橿原神宮前、下市口、富田林、近鉄名古屋、 

近鉄蟹江、桑名、近鉄四日市、白子、津、伊勢中川、宇治山田、鳥羽の各駅営業所 

        

 

＜宿泊ホテルイメージ＞ 

 

   ホテル志摩スペイン村       リゾートイン磯部      シーズンインアミーゴス
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Ⅱ．「近鉄サイクルトレインで行く 第 1 回伊勢志摩サイクリングフェスティバル 日帰りプラン」 

１．出発日     平成２６年１２月７日（日） ※雨天決行 

２．募集期間    平成２６年８月１日（金）から１１月２０日（木）まで 

３．募集人員    ４０名 

４．最少催行人員  ２５名 

５．行程     

【往路】 

    

     東松阪駅（５：５０頃発）＋＋＋明星駅（６：０５頃発）＋＋＋宮町駅（６：１５頃発）＋＋＋     

 

中之郷駅（６：４５頃発）＋＋＋志摩横山駅（７：１０頃着）・・（サイクリング：約５キロメ 

 

ートル）・・志摩スペイン村（大会会場） 

        

【復路】 

                                           

     志摩スペイン村（大会会場）・・（サイクリング：約８キロメートル）・・賢島駅（１６：００ 

 

頃発）＋＋＋中之郷駅（１６：４０頃着）＋＋＋宮町駅（１７：００頃着）＋＋＋明星駅（１７： 

 

１０頃着）＋＋＋東松阪駅（１７：２５頃着） 

          

     ※往路の志摩横山駅から志摩スペイン村まで、復路の志摩スペイン村から賢島駅までの間は大会ス

タッフが伴走します。 

 

６．旅行代金                             （円） 

 東松阪 明星 宮町 中之郷 

大人 3,500 3,290 3,080 3,030 

小人 2,750 2,650 2,540 2,520 

【旅行代金に含まれるもの】近鉄運賃、ゼリー飲料代、諸税等            

※「伊勢志摩サイクリングフェスティバル」への参加は事前申込みが必要です。参加費は 

           含まれておりませんので、別途各自お申込みください。    

 

 ７．お申し込み 

  近鉄名古屋、近鉄蟹江、桑名、近鉄四日市、白子、津、伊勢中川、宇治山田、鳥羽の各駅営業所 

 

（以 上） 

 



平成２６年７月２５日 

 

伊勢志摩サイクリングフェスティバル実行委員会 

 

「第１回伊勢志摩サイクリングフェスティバル」の開催について 

 

伊勢志摩サイクリングフェスティバル実行委員会では、本年１２月７日（日）に、三

重県志摩市におきまして、「第１回伊勢志摩サイクリングフェスティバル」を開催する

ことになりました。 

 

 本大会は、自転車で志摩の自然を楽しみながら走ることを目的とした、初中級者も気

軽に参加できる４０ｋｍのファンライドイベントです。コースは国府（こう）の白浜を

はじめとする志摩の風光明媚な自然をお楽しみいただけ、また、本年開業２０周年を迎

える「志摩スペイン村」園内を自転車で走行できる本大会ならではの特典もご用意して

おります。さらに、コース途中のエイドステーション（中継ポイント）では地元団体が

的矢（まとや）かきなど特産品のふるまいを行い、地域が一体となって参加者をお迎え

いたします。 

 なお、会場への交通につきましては、本大会を環境に配慮した“エコ・イベント”と

して開催することから、大会参加者に向けて、近鉄電車に自転車を折りたたまずそのま

ま乗車できるサイクルトレインが運行されます。 

 

 

志摩地域では、今後拡大するリタイアメント層や健康志向の高まりを背景に、「健康」

や「スポーツ」をテーマとした滞在型リゾート地の形成を図るべく「健康スポーツ拠点

構想」を推進しています。本大会はその一環として行うもので、志摩市民、行政、関係

団体、民間企業が連携し、環境に負荷をかけずに自然や歴史を楽しむことができるサイ

クリングイベントを今後も実施していくことで、将来的にサイクルスポーツの聖地とし

て地域ブランド化し、交流人口の増加を目指します。 

 

「第１回伊勢志摩サイクリングフェスティバル」リリースに関するお問い合わせは 

〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方 4062 フミヤビル２階 E 号室 

（志摩スポーツコミッション内） 

TEL：0599-44-4450 FAX：0599-44-4460 

担当：石本、大山 

大会公式ホームページ：http://www.iseshima-cycling.jp 

 

参 考 



「第１回伊勢志摩 サイクリングフェスティバル」開催概要 

■名  称 志摩市誕生１０周年記念事業 

第１回 伊勢志摩サイクリングフェスティバル  

～エコとグルメのサイクリング大会～ 

■開 催 日 平成２６年１２月７日（日）（雨天決行） 

■スケジュール ［受  付］前日 １２：００～１７：００（志摩スペイン村バス駐車場） 

当日  ７：００～ ８：００ 

      ［開 会 式］８：００ 

      ［スタート］８：０５～８：４５ 

      ［ゴ ー ル］１４：００までにスタート地点に戻ること 

■大会会場 志摩スペイン村（スタート、ゴール） 

      （大会の特徴） 

       ①志摩地区の名所を広く巡り、楽しく走ることを目的とするファンライド！ 

       ②エイドステーションでは地元団体が伊勢志摩グルメ（的矢かき等）をご提供！ 

③開業２０周年を迎える志摩スペイン村のテーマパーク内をコースの一部として特別

に開放！ 

④環境に配慮した“エコ・イベント”として、参加者が自分の自転車をそのまま車内に

持ち込むことができる『サイクルトレイン』を運行！ 

■コ ー ス 約４０ｋｍ（志摩市内の自転車専用道路を中心とした一般公道） 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■主  催 伊勢志摩サイクリングフェスティバル実行委員会 

       大会名誉会長 志摩市長 大口秀和 

        構成団体：志摩市商工会、志摩市観光協会、志摩市教育委員会、志摩市体育協会、志摩青年会議所、 

社会福祉法人志摩市社会福祉協議会、志摩市自治会連合会、鳥羽地区交通安全協会、 

三重県サイクリング協会、公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構、一般社団法人 

志摩スポーツコミッション、近畿日本鉄道株式会社、株式会社志摩スペイン村、株式会社 

アド近鉄、三重ＰＵＲＥ ＨＥＡＲＴ、近畿日本ツーリスト株式会社 

■後  援 三重県、公益社団法人三重県観光連盟、志摩市、公益財団法人日本サイクリング協会 

■特別協賛 近畿日本鉄道株式会社 

■協  賛  アサヒ飲料株式会社、江崎グリコ株式会社、アメア スポーツ ジャパン株式会社、 

      京都機械工具株式会社 

■参 加 費 ６，０００円 税込 

含まれるもの＝２箇所の休憩所における軽食、飲み物、昼食、参加記念品、 

志摩スペイン村パスポート 

■募集人数 １，０００名（先着順） 

■参加資格 小学生４年以上（小学生は保護者同行要）かつ大会規定をご承認いただける方 

■申込方法 大会ホームページからのインターネット申込 

■申込期間 平成２６年７月２５日（金）１０：３０から１０月３１日（金）まで 

■ゲ ス ト ちゃりん娘
こ

 

      「自転車の楽しさや気持ちよさを、もっと女性に伝えた 

い！」をモットーに、２０１１年より活動始めた現役モ 

デルやタレントなどによる自転車ガールズユニット。 

日本唯一の女性タレントによるロードバイクチームで、 

日本全国本格的エンデューロ大会・ヒルクライム大会か 

ら気軽なサイクルイベントまで幅広く活躍中。 

女性自転車ファンを広げながら、女性目線で自転車の楽しさ、素晴らしさをアピールして

いる。 

■お問合せ先  大会・参加受付に関するお問合せ 

伊勢志摩サイクリングフェスティバル実行委員会（志摩スポーツコミッション内） 

        Ｔ Ｅ Ｌ ０５９９－４４－４４５０［受付時間１０：００～１７：００ 土日祝除く］ 
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