
Big Chance!

海の京都 e-Bike&
スイーツキャンペーン

抽選で1名様に
プレゼント！

キャンペーン期間

10.8　11.30fri tue▶

2,500円以上のe-Bike
レンタルサービスにつき1枚
提携スイーツ店で使える
スイーツ1品引換券を
プレゼント！

Sweets Present

e-Bikeを借りて提携店で宿泊された方限定

Panasonic 　　 （海の京都仕様）を

なんと!

キャンペーンの流れ

利用できる店舗は
裏面をご覧ください！

▼ 利用店舗は順次追加中です！
　 詳しくは

　海の京都e-Bikeキャンペーンで検索！

※緊急事態宣言などの状況により利用可能施設や
　キャンペーン内容が変わる場合もございます。
　最新状況はWebをご覧ください。

present

1
present

2
まずはレンタサイクルスポットで
e-Bike(スポーツ電動アシスト自転車 )を
レンタルして
アンケートに答える

サイクリングして利用店舗で

スイーツ1品と

チケットを交換

Rental

Sweets ticket Sweets

Stay

※スイーツ引換券は
　先着500名様まで。

※スイーツ引換券は先着500名様まで。　※スイーツの写真はイメージです。

e-Bikeだから
・自然を全身で体感でき、登りを含めて楽しく走り回ることが可能です。

・年齢や体力、経験の有無関係なく、長い距離を快適に旅できます。

レンタサイクルスポットで
2,500円以上の e-Bikeレンタル
サービスにつき1枚
スイーツ引換券をGet！

※対象となるレンタルサービスは
　店舗ごとに異なる場合がございます

カラー:デザートイエロー（Y1C）

＋ ＝

なんと！

提携宿に
宿泊

抽選券
Get!

e-Bike
レンタル

Panasonic SW抽選券をGet！



久美浜＆夕日ヶ浦フルーツコース
（26km、3～4時間、獲得標高277m、
消費カロリー約400kcal）

舞鶴大浦コース
（23km、2～3時間、獲得標高432m、
消費カロリー約400kcal）

丹後一周コース
（80km、5～6時間、獲得標高1024m、
消費カロリー約1200kcal）

大江山鬼滅伝説コース
（片道36km、3～4時間、
獲得標高512m、
消費カロリー約600kcal）

綾部～舞鶴里山＆港町コース
（片道36km、3～4時間、獲得標高426m、
消費カロリー約500kcal）

利用できる店舗は
順次追加中！
▼ 詳しくは

　海の京都e-Bikeキャンペーンで検索！

※それぞれのお店の営業時間は、変動する事がありますので事前にご確認ください。

※緊急事態宣言などの状況により利用可能施設やキャンペーン内容が変わる場合もございます。最新状況はWebをご覧ください。

TEL.0772-68-1355 / FAX.0772-68-5056
E-mail:tour@uminokyoto.jp

その他の問合せ先      海の京都DMOツアーセンター
〒629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野226京丹後市役所大宮庁舎内
営業日・時間　月～金 / 9：00～17：00（土・日・祝休業）
※12：00～13：00の間は、メールもしくはFAXにてお問い合わせをお願いします。

〒626-0413 京都府与謝郡伊根町泊1485

e-Bikeレンタル・キャンペーンについての問合せ先      合同会社 海の京都e-Bikes

TEL. 050-1743-3085　https://kyoto-ocean.com

・期間内、福知山～宮津などで乗り捨て＆緊急時対応サービスが付く「海の京都ワンウェイライド（仮）」や

・エリア内9箇所でe-Bikeを充電できる丹後充電ステーションもご利用ください。

Kyoto by the sea with e-Bike

Sweets Campaign2021 MAP 
Kyoto by the sea with e-Bike

Sweets Campaign2021 MAP 

+Plus

久美浜町観光協会
（Glant escape RX-E/WE+）

橋立ベイホテル
（Glant escape RX-E/WE+）

丹後王国
（お楽しみ！）

丹後エクスペリエンス
（PAS city X 他）

宇川温泉
（お楽しみ！）

伊根湾めぐり遊覧船日出駅
（『まだ名もなきレモネード』他）

吉野茶屋
（智恵の餅と抹茶セット他）

向井酒造(株)
（赤米の地酒 「伊根満開」 のマカロン）

CAFÉ＆BB guri
（お楽しみ！）

伊根 e-Bike ベース日出
（Tern Vektron 他）

道の駅 海の京都
宮津（YAMAHA YPJ）

M's Deli
（ジェラート）

舞鶴赤れんがパーク
（ブリヂストン TB1e）

あやべ温泉 二王の湯
（ケーキいずれか１品）
（ブリヂストン TB1e）

白岩恒美農園直売所
（旬の果実のスムージー /10月末まで）

天橋立ワイナリー
（ワインソフト）

リフレかやの里
（地産ジュース / 梨･みかん他）

café2Rin
（パイ他）

カサオリエンテ
（チェー（ベトナムのおぜんざい）他）

caffe じょんのび
（サイクリストスイーツ）

いこいの村･たからの里
（あんぱん･ぶどうぱん･ちょこちっぷぱんの３個セット）

久美浜駅

網野駅

天橋立駅

宮津駅

福知山駅
綾部駅

東舞鶴駅

西舞鶴駅
おすすめ 5 コース

e-B ike レンタルスポット
( 車種 )

提携宿

利用可能スイーツ店
( 在庫等により商品は変更になる
場合がございます )

観光スポット

丹後充電ステーション

主要駅

智恵くらべ
（Glant escape RX-E/WE+）

レストこのしろ

小天橋

碧翠御苑

浦嶋館

間人 立岩

経ヶ岬灯台

伊根の舟屋群

日本鬼の交流
博物館

天戸岩神社・
元伊勢内宮神社

福知山城
あやべ観光案内所
（ブリヂストン TB1e）

北吸係留所
（護衛艦見学）

ミルク工房そら
（ジャージーソフト / カップ）

琴引の塩工場
（塩サイダーと塩タブレット）

海と星の見える丘公園
（抹茶･黒豆茶･和紅茶のアイス）
（Panasonic XM1）

ku-nel（プリン）

trattoria pulcinella
（手作りジェラート他）

Captain T’s（クッキー）

民宿わだ

久美浜の宿つるや 離れの宿 和楽

久美浜温泉湯元館

夕湯花ゆうみ

かに一番木津店
（京丹後産苺のフラッペなど）

シーサイド佐竹

いえき農園直売所
（旬の果実のスムージー /10月末まで）

プラザホテル吉翠苑

ワインとお宿千歳

かや山の家

福知山アークホテル

（株）福知堂
（Tern Vektron 他）

料理民宿わすれなぐさ

くまの隠れ家ひだまり
（焼き菓子他）

舞鶴ふるるファーム
（ジェラート）
（Panasonic XM2 他）

コテージ
自給自足

奥伊根温泉 油屋うまし宿とト屋

よしみ菓子舗
（どら焼きとシフォンケーキのセット）

宗右衛門珈琲
（お好きなマフィン２個セットorマフィンドリンクセット）

KOKU
（玄米ぽんせんバーいずれか１本）

天橋立

ちりめん街道


