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公 益 社 団 法 人 長 浜 観 光 協 会 

西 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

㈱JR 西日本コミュニケーションズ 

（びわこ長浜サイクリング観光促進協議会） 

 

冬季における新たなサイクリング観光の開発について 

 
公益社団法人長浜観光協会、西日本旅客鉄道株式会社、㈱JR西日本コミュニケーションズは、び

わこ長浜サイクリング観光推進協議会を設置し、滋賀県長浜市において、雪上でサイクリングが楽

しめる自転車（ファットバイク）をＪＲ余呉駅等に配備し、冬季における新たなサイクリング観光

（スノーサイクリング）の開発と、鉄道を活かした長浜市への誘客促進とレンタサイクルによる周

遊観光の確立に向けて取り組んでいます。 

事業期間中(2021 年 12 月 1 日（水）から 2022 年 2 月 20 日（日）)は、ファットバイクのレンタ

ルをはじめ、冬の長浜観光を楽しんでいただける観光コンテンツをご用意しており、長浜市の冬な

らではの風景や味覚、観光名所を楽しんでいただくことができます。 

本事業は、観光庁「地域の観光資源の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業（域内連

携促進実証実験）」として採択された補助事業です。 

 

●主な取り組み内容 

①雪上でサイクリングが楽しめるファットバイクの無料レンタル 

②サイクリストの休息の場「長浜サイクルステーション」設置 

③レンタサイクルを組み込んだパッケージ商品の販売 

④「余呉湖一周スノーサイクリング」モニターツアーの開催 

⑤「長浜へサイクリングに ICOCA で行こか！ICOCA ポイントキャンペーン」の開催 

詳細は別紙参照 

 

 

 

    

 

 

【問い合わせ先】                                                                  

◆ファットバイクレンタル、長浜サイクルステーション、パッケージ商品に関するお問い合わせ          

公益社団法人長浜観光協会 TEL:0749-53-2500 

◆ICOCAポイントキャンペーンに関するお問い合わせ 

西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部 総務課（広報） TEL:06-7668-7012 

◆モニターツアー開催、事業全体に関するお問い合わせ 

㈱JR西日本コミュニケーションズ JRビジネス局 TEL:06-6344-5801 

 

 

広報資料 

株式会社あさひ提供 余呉湖 野鳥センター景色 

tel:0749-53-2500
tel:06-7668-7012
tel:06-6344-5801


①雪上でサイクリングが楽しめるファットバイクの無料レンタル 

雪上でサイクリングが楽しめるファットバイクを無料で貸し出します。（期間限定） 

開催期間：2021年 12月 1日（水）～2022 年 2月 20 日（日） 

場  所：長浜観光協会ツアーセンター（えきまちテラス長浜 1階）、木ノ本駅観光案内所、 

余呉駅のレンタサイクル拠点 

利 用 料：無料（ただし、デポジット 800 円と身分証が必要） 

※ご利用後、アンケートに回答いただく必要があります。 

※大雪などの悪天候や利用状況により、貸出できない場合がございます。 

 

②サイクリストの休息の場「長浜サイクルステーション」設置 

設置期間：2021年 12月 1日（水）～2022 年 2月 20 日（日） 

場  所：余呉湖観光館/きのもと交遊館/高月観音の里歴史民俗資料館/ 

小谷城戦国歴史資料館/道の駅湖北みずどりステーション/五先賢の館 

浅井歴史民俗資料館/道の駅浅井三姉妹の郷/国友鉄砲ミュージアム/ 

琵琶湖汽船 長浜港/慶雲館/長浜鉄道スクエア/ヤンマーミュージアム 

サービス：空気入れ利用、トイレ、サイクルスタンドでの駐輪、休憩所、 

観光情報提供、フリーWi-Fiの利用 

       施設によってサービス内容が異なります 

 

③レンタサイクルを組み込んだパッケージ商品の販売 

レンタサイクルといちご狩り、わかさぎ釣り、陶芸やステンドグラス制作などの体験がセット

になった商品を販売いたします。 

発売期間：2022年 1月上旬～  

販売方法：じゃらんネット https://www.jalan.net/activity/?ccnt=global_navi 

 

④「余呉湖一周スノーサイクリング」モニターツアーの開催 

ガイド付きで、ファットバイクのスノーサイクリングをお楽しみいただくモニターツアーを開

催します。先着 10名様までの募集予定です。 

余呉駅から出発し、余呉湖を一周する「ヨゴイチ」や余呉湖でのわかさぎ釣り体験、地元のレ

ストランなど長浜の冬の旅の魅力を味わっていただけるツアーとなっています。 

募集開始：12月下旬頃 ちりりん https://chiririn.jp/にて 

実施日 ：2022年 2月 5日（土）、2月 12日（土） 

主催：株式会社あさひ(共催：公益社団法人長浜観光協会 協力：JR西日本) 

 

⑤「長浜へサイクリングに ICOCA で行こか！ICOCA ポイントキャンペーン」の開催 

本事業の実施に併せて、ICOCAご利用のお客様を対象としたキャンペーンを実施します。 

JR 線を ICOCA で利用し長浜駅で下車、レンタサイクルを利用される際に長浜観光協会ツアーセン

ター（えきまちテラス長浜 1階）に設置の「専用受付端末」へタッチされたお客様を対象に、後

日 JR利用分（行きの片道運賃）の 20 ％の ICOCA ポイントをプレゼントします。詳しくはプレス

別紙をご覧ください。 

※ICOCAポイントキャンペーンで ICOCAポイントを貯めるには、キャンペーン参加の前日までに

ICOCAポイントサービスの利用登録完了が必要です。 

 

実施期間   ：  2021年 12月１日（水）～2022年２月 20日（日） 

株式会社あさひ提供 

https://www.jalan.net/activity/?ccnt=global_navi
https://chiririn.jp/


長浜へサイクリングに     で行こか！ 

                        キャンペーン 
 

キャンペーン期間：2021 年 12 月 1 日（水）～2022 年２月 20 日（日） 

期間中、条件を満たした方に、JR 利用分（行きの運賃）の 20％の ICOCA ポイントをプレゼント！ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
「WEB」もしくは「ICOCA エリア内の紺色およびピンク色の自動券売機」で、ご利用の前日までに、ICOCA ポイントサービ

スの利用登録の完了が必要です。 ※一部の WEB は除きます。 

※詳しくはこちらをご覧ください。https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/ 

ご利用日にご利用登録をいただいても 、  当日のご利用分は ICOCA ポイントサービスの対象外となります。 
 

 

 
乗車駅の入場および長浜駅での出場は、必ず自動改札機で ICOCA をご利用ください。 

※ICOCA エリア外からのご利用はできません。 

また、営業キロ 200km を超えてのご利用はできません。ただし、大阪近郊区間内の駅から「長浜駅」まで乗車する場合は、

営業キロが 200Km を超える場合でもご利用できます。 

詳しくはこちらをご覧ください。https://www.jr-odekake.net/icoca/area/ 
 

 

 

 

※長浜観光協会ツアーセンター（えきまちテラス長浜１階）の営業時間内（9:00～17:00／年末年始は休業）に限ります。な

お、営業時間は変更になる場合があります。事前にお確かめのうえご利用ください。 

 

 

対象となる交通系ＩＣカード 

ご利用方法 

STEP１ ご利用日の前日までに             の利用登録を完了 

 

 

STEP２ JR 線に        で乗車し、長浜駅で下車 

STEP３ 長浜観光協会ツアーセンター（えきまちテラス長浜１階）にて 

    自転車をレンタルする際に「専用受付端末」に      をタッチ！ 

STEP１～３ の条件を全て満たした方に 
 

後日、JR ご利用分（行きの運賃）の 20%相当の 

           をプレゼント！ 

別紙 

乗車前にチャージを

お忘れなく！ 

※STEP２と同一日に限る 

https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/
https://www.jr-odekake.net/icoca/area/


 

● ICOCA ポイントサービスの対象となる交通系 IC カードは「ICOCA」です（ほかの交通系 IC カードは除きま

す）。 

● ICOCA 定期券でご利用の場合、その定期券区間外（定期券区間内の駅～長浜駅間）の運賃が本キャンペー

ンの ICOCA ポイント還元の対象となります（なお、定期券区間外となる区間の運賃より乗車駅から長浜駅

までの通し運賃の方が安価となる場合は、乗車駅から長浜駅までの運賃が対象となります）。 

ICOCA 定期券での自動精算について、詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/train/autoadjustment.html  

● ICOCA ポイントを貯めるには、ご利用日の前日までに ICOCA ポイントサービスの利用登録の完了が必要で

す。ICOCA ポイントサービス利用登録方法は、こちらをご覧ください。 

https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/service.html 

● 「WEB」もしくは「ICOCA エリア内の駅の紺色・ピンク色の自動券売機」で利用登録できます。 

※ ご利用日に利用登録していただいても、当日のご利用分は ICOCA ポイントサービスの対象外です。  

※ WEB からの利用登録の申し込みは、「Club J-WEST 会員サポートページ」と「利用登録フォーム」の 2

種類があります。 

（１）Club J-WEST 会員サポートページ：前日までに利用登録ください。 

（２）利用登録フォーム：利用登録完了までに最大 10 日間かかります。 

  ※SMART ICOCA および一度 ICOCA ポイントサービスの利用登録していただいた ICOCA は利用登録の

必要はありません。ただし、25 か月以上チャージまたはポイントチャージがない場合は、利用登録が解除

されますので、再度利用登録が必要です。（SMART ICOCA の利用登録は解除されません。）解除期間中の

ICOCA のご利用はポイント計算の対象とはなりませんのでご注意ください。 

● 乗車時および降車時で、必ず自動改札機をご利用ください。きっぷでご乗車の場合などは、ICOCA ポイント

サービスの対象とはなりません。 

● STEP１～３は同一の ICOCA をご利用ください。 

● STEP２～３は、同一日に限ります。なお、STEP３は、長浜観光協会ツアーセンター（えきまちテラス長浜

１階）の営業時間内（9:00～17:00／年末年始は休業）に限ります。営業時間は変更になる場合がありますの

で、事前にお確かめのうえご利用ください。 

● 0:00～最終列車のご利用は、前日のご利用分として ICOCA ポイントを計算します。 

● ICOCA ポイントの還元は、予算上限に達した場合終了します。その他、やむを得ない理由により予告なく中

断・中止する場合があります。 

● 本キャンペーンで貯まった ICOCA ポイントは、ご利用日の翌月中にポイントチャージ可能となります。 

● ICOCA ポイントは自動券売機などでチャージして、列車利用やお買い物などにご利用いただけます。 

● ICOCA ポイントサービスの内容および適用条件などについては、ICOCA ポイントサービス規約の定めると

ころによります。 

● 「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の商標登録です。 

 

※掲載の情報は 2021 年 11 月 26 日現在の情報です。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、おでかけの際は、新しい生活様式の実施へのご協力をお願いい

たします。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止などの事情により、掲載情報が中止や変更となる場合があります。おでか

け前にご確認ください。 

本キャンペーンの注意事項 

https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/train/autoadjustment.html
https://www.jr-odekake.net/icoca/guide/point/service.html

