
観光庁長官登録旅行業 第1912号 
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-20-9-3階 
TEL：06-6940-6026 FAX：06-6374-3118 

担当のデーブ山下までお気軽に問合せください 

お申し込み・お問い合わせは… 

  

   

8日間 都市名 交通機関 時間 スケジュ－ル 

① 
6/13 

（木） 

関西空港 

 

ロサンゼルス 

 

ラスベガス 

 

航空機 

 

 

航空機 

 

 

 

午後 

 

午前 

 

午後 

夜 

関西空港 発 ⇒ 空路 ロサンゼルスへ 

      国際日付変更線通過  

到着 入国と通関手続き  

乗り継いで ⇒ 空路 ラスベガスへ  

ラスベガス到着 ホテルチェックインへご案内 

チェックイン後 フリータイム 

ネバダ州 ラスベガス 泊 

② 
6/14 

（金） 

ラスベガス 

バレーオブファイ

ヤー州立公園 
ザイオン国立公園 

マウントカーメル

伴走車 

& H-D 

午前 

 

午前 

レンタルバイクへご案内 レンタル契約 

◎3泊4日のUSツーリングに出発 

DAY① ラスベガス出発～バレーオブファイ

ヤー州立公園～ザイオン国立公園～マウン

トカーメルJCT  走行 360km 

 ユタ州 マウントカーメル 泊 

③ 
6/15 

（土） 

マーブルキャニオン 

ペイジ 
モニュメントバレー 

メキシカンハット 

伴走車 

& H-D 
終日 

DAY② マーブルキャニオン～ペイジ（アンテ

ロープキャニオン観光）～モニュメントバレーを

走行～メキシカンハット  走行 450km 

ユタ州 メキシカンハット 泊 

④ 
6/16 

（日） 

モニュメントバレー 

グランドキャニオン 

国立公園 

ウイリアムス 

伴走車 

& H-D 
終日 

DAY③ モニュメントバレーの絶景を観光 

 世界遺産 グランドキャニオンを観光 

ルート66の街 ウイリアムスへ 走行 410km 

  アリゾナ州 ウイリアムス 泊 

⑤ 
6/17 

（月） 

ウイリアムス 

セリグマン 

キングマン 

 

ラスベガス 

伴走車 

& H-D 

 

終日 

 

DAY④ ツーリング最終日 憧れの道 ルート

６６をフリー走行 セリグマン～キングマン 

ラスベガスへ荒野の直線一本道を走行  

ラスベガスに帰着 バイクを返却  

走行 360km  全走行距離 約1600km 

夜：打ち上げパーティー（居酒屋） 

ネバダ州 ラスベガス 泊 

⑥ 
6/18 

（火） 
ラスベガス   

終日 フリータイム ＯＰツアーをお楽しみください。

※スペシャルＯＰツアー：市内観光＆ショッピ

ング @$160 昼食付 10時出発 約8時間 

ネバダ州 ラスベガス 泊 

⑦ 
6/19 

（水） 

ラスベガス 

ロサンゼルス 

専用車 

航空機 

  

朝 

午前 

 

ホテルチェックアウト 空港へご案内 

ラスベガス 発 ⇒ 空路 帰国の途へ 

  （ロサンゼルスで乗り継ぎ関空へ） 

  機内 泊 

⑧ 
6/20 

（木） 

関西空港 航空機 午後 

 

関西空港 到着 入国と通関手続き  

    お疲れ様でした 

 時間帯の目安： 
 

 ◎スケジュールは、天候等の都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 

深夜 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 

寺田モータース/Ｈ-Ｄプラザ伊丹の店舗スタッフ又は下記 まで 



ご旅行条件（要約）  お申込の前に必ずお読みください。 

 旅 行 申 込 書  ※旅行申込書の全てにご記入いただき、パスポートのコピーを添付してご提出ください   

出 発 日   2019年 ６月 １３日（木）        ツアー名   

氏 名  

漢字 

姓                          名 

生年月日 
         年     月      日 

ローマ字 
旅券と同じ綴りで 

ご記入ください 

姓                          名 

性別  ご職業  

旅  券 
パスポート情報 

旅券番号  発行日       年    月    日 有効期限       年   月   日 

現 住 所  

 

 
ご希望の連絡

方法に☑をご

記入ください 

ふりがな 

〒 
勤務先又は 

学校名 

ふりがな 

□電話番号  
旅行中の 

緊急連絡先  

氏名（続柄）                 （        ） 

□携帯電話  電話番号  

□FAX   お部屋希望   □禁煙  □喫煙     □１人１部屋利用希望 

□Eメール   □相部屋希望 （同室希望者氏名：                         ） 

あなたの 

バイク暦 

年 

㎞ 
ご希望のレンタルバイク車種 
※必ず第2希望までご記入ください 

第1希望  第2希望  渡航手続きのご依頼  

□ □

通 信 覧 
ご要望事項やご

質問等 

※レンタルバイク車種は、諸事情によりご希望どおりにならない場合があります。予めご了承ください。（必ず指定車種のレンタルをご希望される場合、

車種指定保証料金@10,000円を追加でお支払いいただくことで可能になります。ご希望の方は、申し込み時にご連絡ください。） 

※相部屋希望の場合、同室希望者氏名をご記入ください。記入のない場合、相部屋希望でも、自動的に １人部屋利用となります。 

 寺田モータース/H-Dプラザ伊丹 ＵＳツーリング 大西部 絶景1000マイル  ８日間 

キリトリ キリトリ 

西暦 

■この旅行は㈱トランスオービットの受注型企画旅行商品です。 

この旅行に参加されるお客様は、㈱トランスオービット（以下当社といいます）と旅行契約を締

結することになります。旅行の内容・条件は下記によるほか、最終日程表及び観光庁認可に

よる当社旅行業約款によります。当社旅行業約款の全文は、弊社ホームページを閲覧くださ

い。  wwww.navitour.jp 
■旅行のお申し込みについて 

当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、100,000円の申込金とパスポートのコピーを添

えて締切日（出発の3ヶ月前までに）お申し込みください。申込金は、旅行代金の一部として取

り扱います。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書及び申込金（または旅行代

金）を受理した時に成立します。電話やＦＡＸ、Ｅメールで必要事項をお知らせいただき、申込

金（または旅行代金）は、銀行振り込み等でご送金または、クレジットカード（VISA又はM/C限

定）でのお支払いも可能です。 

■旅行代金のお支払い 

お申し込み後、（又は締め切り後に）旅行代金の残額をお知らせします。支払期日（出発の

30日前）までにお支払い下さい。 

■旅行代金に含まれるもの 

当パンフレット及び最終日程表に明示するものによります。①往復航空運賃（エコノミークラス） 

②宿泊料金（税･サ込2名1室利用） ③現地交通費（専用車及びドライバーの諸費用） ④手

荷物運搬代金（おひとり様につきスーツケース１個） ⑤ツーリングで使用するバイクのレンタル料

金及び保険料（車両保険には$2000の免責条件があります） ⑥無線機利用料（無線機を破

損や紛失した場合は、実費弁償になりますのでご注意ください。） 

■旅行代金に含まれないもの 

以下のものは含まれません。その一部を例示します。 

①燃油サーチャージ等航空券に付随する航空運賃以外の費用（燃油サーチャージ、米国出

入国諸税、国内空港利用料及び出国税の合計額 2019年2月17日現在、日本航空利用

の場合、合計40,140円） ②日本国内におけるご自宅から出発空港までの交通費 ③ツーリン

グ中のバイクの燃料代 ④飲食の費用 ⑤観光施設の利用料金及び入場料金（国立公園

等の入場通行料金等） ⑥クリーニング代、電話代、メイド等へのチップその他個人的性質の

諸費用 ⑦渡航手続き手数料（ＥＳＴＡ取得費用、出入国書類の作成費用） 

■旅行契約の解除・払い戻し 

お申し込み後、参加者の都合により、お取消しになる場合は、下記に定める取消し料金をい

ただきます。ご入金済みの場合、取消し料金を差し引いた金額を払い戻しさせて頂きます。               

◆ご出発の31日前までのお取消し  ………… 取り消しに必要な費用（申込金の範囲内） 

◆ご出発の30日～3日前のお取消し   ……………… 100,000円+取り消しに必要な費用 

◆ご出発の前々日及び前日のお取消し ……………………  旅行代金の50％ 

◆ご出発以降のお取消し又は無連絡不参加  ……………   旅行代金の全額 

※通常のツアーとは異なり、特殊な観光地のホテルやレンタルバイク等の現地の手配を必要と

します。手配には予約金等の支払いが必要な場合があり、手配後に取り消した場合には、手

配先から予約金等の返金がされない場合もあります。航空券の発券には予約後、1～7日以

内の発券が条件とされ、発券後の払い戻しが、出来ない場合もあります。旅行申し込み後に

手配を開始しますが、手配開始後に旅行の取り消しする場合、出発の31日前以前でも上記

の事由等でご入金済みの旅行代金の全額の払い戻しが出来ませんので予めご了承ください。 

■当社の解除権 

①指定した期日までに旅行代金(残金)のご入金が無い場合、旅行に参加される意思が無

いものとみなし旅行契約を解除する場合があります。ご入金の期日にはご注意ください。 

②最小催行人員に達しない等の事由で旅行催行を中止する場合、出発の30日前までに

中止を通知します。この場合、お支払い済みの旅行代金（申込金）は、全額ご返金します。 

■その他の注意事項 

○現地案内人は、伴走車により、ご参加のお客様がバイクで安全に追走できるように先導

ご案内しますが、バイクの運転はお客様ご自身です。お客様の運転によるバイクの事故や転

倒による損害や賠償には、弊社は、いかなる場合もその責任は負えません。バイクの運転

は、すべて自己の責任です。予めその責任はすべてお客様にあることがこのツアーの大原則で

す。バイクの事故や転倒による損害や賠償について、いかなる場合も弊社はその責任を負え

ません。ご了承の確認として誓約書をご提出いただく予定です。よろしくお願いします。 

○この旅行ではレンタルバイクによるツーリングで旅行日程を消化します。バイクのレンタル料

金及び車両保険料は、旅行代金に含まれますが、バイクのレンタル契約は、ご参加のお客

様個人とレンタルショップとの契約になります。現地案内人によりレンタル契約のサポートをさ

せていただきます。契約の際にはレンタル保証として米国内で有効なクレジットカード、バイク

の運転免許所持の証明として国際運転免許証が必要です。必ずご持参ください。尚、国

際運転免許証のコピーを出発の1ヶ月前までに弊社へご提出ください。 

○レンタルバイクは、ほとんどが、高年型ノーマルのディーラー車です。下記のラインナップから

ご希望の車種をお選びください。尚、CVOやローモデルはありません。 

レンタル可能車種：FLHTCU、FLTR、FLHX、FLHR、FLSTC、FLSTF ※トライグライドのレ

ンタルも可能。アップ料金60,000円/4日間 

○バイクツーリングには危険が伴います。弊社では、ご参加の方に、必ず海外旅行保険のご

加入をお願いしております。特に米国では医療費が日本に比べて高額です。必ず海外旅行

保険にご加入いただきますようにお願いします。 

■渡航手続きについてご案内 

米国へ渡航する方は全て入国前にESTA（事前渡航認証システム）の取得が義務付けられ

ております。ご自身でそれぞれに下記のWEBサイト等で、ESTAの認証を取得していただく事

になります。 ESTA公式申請WEBサイト： https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 

ESTA取得について、困難な方には、取得代行を、手数料等の費用 5,400円 を頂戴して

承ります。尚、米国入国時及び帰国時に記入提出が必要な出入国書類については、手数

料 4,200円 を頂戴して記入作成を承ります。旅行申し込み時にご依頼ください。 

  ご 旅 行 条 件 （要約）  ※お申し込みの前に必ずお読みください。 

観光庁長官登録旅行業 第1912号 
〒531-0072 
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル3階 
TEL: 06-6940-6026   FAX: 06-6374-3118 
担当：山下真司（総合旅行業務取扱管理者）  
Eメール yamashita@transorbit.co.jp 
振込先銀行口座： 三菱東京UFJ銀行 新橋支店 
普通口座 3197794 カ）トランスオービット 

西暦 西暦 



現地の気候情報 
      （ネバダ州）ラスベガス （アリゾナ州）グランドキャニオン国立公園   （ユタ州）モニュメントバレー    （ユタ州）ザイオン国立公園      

6月の平均最高気温     ３２℃           ２２℃            ２７℃       ２３℃             

6月の平均最低気温     １９℃                 ２℃            １４℃        ６℃             

6月の平均月間降水量     ７㎜           １３㎜            １６㎜       １９㎜        

日本との時差（夏時間）    －１６時間         －１６時間               －１５時間          －１５時間      

各地の標高              ７００m          ２２５０m               １７００m            １３００m         

※6月は、ベストシーズンですが、朝と昼の気温差が大きいのでお持ちになる服装やツーリングの装備と利用方法は、充分にご検討ください。 

ラスベガスから３泊４日（約1600㎞）のツーリングコースのみどころ 

 

Day1：  ○バレーオブファイヤー州立公園の絶景道路を走行（2～4） 

 ○I-15を高速走行（4～7） 

 ○ザイオン国立公園の絶景道路を走行（7～8） 

 

Day2：  ○US89Aの絶景道路を走行（8～12） 

 ○ペイジにてアンテロープキャニオンを観光（12） 

 ○US160を走行モニュメントバレーを観光（13～15） 

 

Day3： ○アメリカの代表的な絶景 モニュメントバレーを走行（15～14） 

 ○US160を走行 グランドキャニオン国立公園へ（13～17)  

○世界遺産グランドキャニオン国立公園の絶景を観光（18～19） 

○ルート６６の街ウイリアムスのホテルに宿泊（20） 

 

Day4：  ○ルート６６を走行（20～25） 

○US93荒野の一本道を走行 ラスベガスへ（27～30）  

 

バレーオブファイヤー州立公園 ザイオン国立公園 

モニュメントバレー フォレストガンプポイント グランドキャニオン国立公園  

ヒストリック ルート66 ロードサイン  



 2019  TERADA MOTORS / H-D PLAZA ITAMI US TOURING 1000 MILE 


