
第

＊参加費（見込み）

期間中の交通費（東京

識範囲

＊申込み締切

＊集合、解散

＊参加資格

った実績がある人）

引率

可能とする

務局が認めた人

＊大会理念

人との出会いを楽しむ」をコンセプトに、自然を保護し自己責任で行動することが基本の集まりです。

＊スケジュール

12 月

1 月

1 月

2 月

9 月

＊申し込み

い。

＊郵便振替

＊住所：〒

＊本件内容

＊承諾

第４回 モーゼル

最少でも毎日

参加費（見込み）

期間中の交通費（東京

識範囲内のワイン･ビール）、

＊申込み締切：

集合、解散：

参加資格：エコ･ジャーニークラブメンバー＊に限ります。

た実績がある人）

引率者１名で、

可能とする①脚力、②

務局が認めた人

大会理念：エコ・ジャーニークラブは、エコウルトラマラソンを理解して参加者自身が自己主催し「自然と

人との出会いを楽しむ」をコンセプトに、自然を保護し自己責任で行動することが基本の集まりです。

スケジュール

月 31 日 ：申込み締切

月中旬迄：参加資格、申込み順、男女割合を考慮して、参加可否を事務局より連絡

月下旬迄：航空券購入、宿予約後、参加費を確定し連絡（

月上旬迄：参加費振込み

月 26 日：羽田ｏｒ

申し込み：下記承諾

い。 

郵便振替払込取扱票

＊住所：〒134-

本件内容問合せ

承諾事項：（１）

モーゼル＆

でも毎日３名以上

参加費（見込み）：フル 3

期間中の交通費（東京－ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ

のワイン･ビール）、

：2019 年 12

：羽田国際空港ｏｒ

エコ･ジャーニークラブメンバー＊に限ります。

た実績がある人） 

、同時に道案内･落伍者の面倒など

脚力、②協調性および③最低限の海外自立力（故障落伍時のホテル間独力

務局が認めた人 

エコ・ジャーニークラブは、エコウルトラマラソンを理解して参加者自身が自己主催し「自然と

人との出会いを楽しむ」をコンセプトに、自然を保護し自己責任で行動することが基本の集まりです。

スケジュール： 

：申込み締切 

：参加資格、申込み順、男女割合を考慮して、参加可否を事務局より連絡

：航空券購入、宿予約後、参加費を確定し連絡（

：参加費振込み 

羽田ｏｒ成田国際空港集合

：下記承諾事項を同意された上

払込取扱票： 

-0083 東京都江戸川区中葛西

問合せ（担当坪内）

（１）期間中の

＆ライン

以上） 

32 万円前後

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ航空券

のワイン･ビール）、海外旅行

2 月 31 日まで

羽田国際空港ｏｒ成田国際空港

エコ･ジャーニークラブメンバー＊に限ります。

道案内･落伍者の面倒など

協調性および③最低限の海外自立力（故障落伍時のホテル間独力

エコ・ジャーニークラブは、エコウルトラマラソンを理解して参加者自身が自己主催し「自然と

人との出会いを楽しむ」をコンセプトに、自然を保護し自己責任で行動することが基本の集まりです。

 

：参加資格、申込み順、男女割合を考慮して、参加可否を事務局より連絡

：航空券購入、宿予約後、参加費を確定し連絡（

 

成田国際空港集合

事項を同意された上

 ００１３０－７－４０７２４８

東京都江戸川区中葛西

（担当坪内）：tsubo@icntv.ne.jp

期間中の事故、怪我、紛失に際し

川トレイル（

前後、ハーフ 25

航空券、鉄道･船

海外旅行保険、ガイドブック代

日まで 

成田国際空港 

エコ･ジャーニークラブメンバー＊に限ります。

道案内･落伍者の面倒などは見

協調性および③最低限の海外自立力（故障落伍時のホテル間独力

エコ・ジャーニークラブは、エコウルトラマラソンを理解して参加者自身が自己主催し「自然と

人との出会いを楽しむ」をコンセプトに、自然を保護し自己責任で行動することが基本の集まりです。

：参加資格、申込み順、男女割合を考慮して、参加可否を事務局より連絡

：航空券購入、宿予約後、参加費を確定し連絡（

成田国際空港集合 

事項を同意された上、別紙「

００１３０－７－４０７２４８

東京都江戸川区中葛西 1-31

tsubo@icntv.ne.jp

事故、怪我、紛失に際し

トレイル（Mosel

＊主催

＊開催日

前半ハーフ：

10 月 3

＊距離

Traben

川右岸の

世界遺産地域

ハーフ：

半 bhein

＊概要：

を最大５回

人相部屋に宿泊

＊募集

25 万円前後（５名の場合）

船･バス代）、宿泊費、

、ガイドブック代を含む

エコ･ジャーニークラブメンバー＊に限ります。（＊過去エコ･ジャーニークラブ主催イベント

は見きれない

協調性および③最低限の海外自立力（故障落伍時のホテル間独力

エコ・ジャーニークラブは、エコウルトラマラソンを理解して参加者自身が自己主催し「自然と

人との出会いを楽しむ」をコンセプトに、自然を保護し自己責任で行動することが基本の集まりです。

：参加資格、申込み順、男女割合を考慮して、参加可否を事務局より連絡

：航空券購入、宿予約後、参加費を確定し連絡（参加確定後、パスポート写し

「参加申込書

００１３０－７－４０７２４８ エコ・ジャーニーマラソン

31-4-107 ｴｺ･ｼﾞｬｰﾆｰｸﾗﾌﾞ

tsubo@icntv.ne.jp 、ホームページ：

事故、怪我、紛失に際し、海外旅行保険適用範囲以上の対応は致しません

Mosel &/or 

主催 ：エコ・ジャーニークラブ

開催日：フル：20

前半ハーフ：9 月 2

3 日(土)～10

距離：フル：22

Traben-Traubach

川右岸の bhein Steig

世界遺産地域 100km

ハーフ：上記前半

bhein Steig100km(10/

＊概要：自分の荷物を全て担ぎ

を最大５回登降して

人相部屋に宿泊、 

募集人数：5 名（

（５名の場合）

）、宿泊費、全食事

を含む 

（＊過去エコ･ジャーニークラブ主催イベント

れないので、集団歩行を原則とします。

協調性および③最低限の海外自立力（故障落伍時のホテル間独力

エコ・ジャーニークラブは、エコウルトラマラソンを理解して参加者自身が自己主催し「自然と

人との出会いを楽しむ」をコンセプトに、自然を保護し自己責任で行動することが基本の集まりです。

：参加資格、申込み順、男女割合を考慮して、参加可否を事務局より連絡

参加確定後、パスポート写し

参加申込書」を、12

エコ・ジャーニーマラソン

ｴｺ･ｼﾞｬｰﾆｰｸﾗﾌﾞ

ホームページ：http://eco

、海外旅行保険適用範囲以上の対応は致しません

 Rhein Steig

：エコ・ジャーニークラブ

2020 年 9 月 26

26 日(土)～10

10 月 12 日(月

20km（モーゼル川の

Traubach から Mosel

bhein Steig を Koblenz

0km、を歩く

上記前半 Mosel Steig1

0km(10/3～10/1

自分の荷物を全て担ぎ

登降して 20km 前後

 

（毎日のフル＆ハーフ合計、

（５名の場合） 

食事代（一人前が多いので取分け

（＊過去エコ･ジャーニークラブ主催イベント

、集団歩行を原則とします。

協調性および③最低限の海外自立力（故障落伍時のホテル間独力

エコ・ジャーニークラブは、エコウルトラマラソンを理解して参加者自身が自己主催し「自然と

人との出会いを楽しむ」をコンセプトに、自然を保護し自己責任で行動することが基本の集まりです。

：参加資格、申込み順、男女割合を考慮して、参加可否を事務局より連絡（ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄを準備願います）

参加確定後、パスポート写し

2 月 31 日までに

エコ・ジャーニーマラソン

ｴｺ･ｼﾞｬｰﾆｰｸﾗﾌﾞ モーゼル

TEL&FAX

http://eco-journey.org

、海外旅行保険適用範囲以上の対応は致しません

Steig）トレッキング

：エコ・ジャーニークラブ 

26 日(土)～10

10 月 5 日(月

月) 

モーゼル川の Mosel Steig

Moselkern まで 1

Koblenz から b”

歩く） 

Steig120km(9/2

10/12) 

自分の荷物を全て担ぎ、毎日、標高差

前後歩き、ホテルの男女別

毎日のフル＆ハーフ合計、

（一人前が多いので取分け

（＊過去エコ･ジャーニークラブ主催イベント

、集団歩行を原則とします。従って

協調性および③最低限の海外自立力（故障落伍時のホテル間独力移動）を有すると、事

エコ・ジャーニークラブは、エコウルトラマラソンを理解して参加者自身が自己主催し「自然と

人との出会いを楽しむ」をコンセプトに、自然を保護し自己責任で行動することが基本の集まりです。

（ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄを準備願います）

参加確定後、パスポート写しを送付願います）

日までに事務局に送付して下さ

エコ・ジャーニーマラソン 

モーゼル＆ライン川トレイル係

TEL&FAX：03-3688

journey.org  

、海外旅行保険適用範囲以上の対応は致しません

トレッキング

10 月 12 日(月

月)、後半ハーフ：

Mosel Steig

120km、ライン

”udesheim まで

0km(9/26～10/5) or 

標高差 200m

ホテルの男女別

毎日のフル＆ハーフ合計、 

（一人前が多いので取分け、

（＊過去エコ･ジャーニークラブ主催イベントで走

従って、それ

を有すると、事

エコ・ジャーニークラブは、エコウルトラマラソンを理解して参加者自身が自己主催し「自然と

人との出会いを楽しむ」をコンセプトに、自然を保護し自己責任で行動することが基本の集まりです。 

（ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄを準備願います）

送付願います）

に送付して下さ

川トレイル係

3688-6814 

 

、海外旅行保険適用範囲以上の対応は致しません。 

トレッキング 

月)、

、後半ハーフ：

Mosel Steig を

ライン

まで

) or 後

200m 位

ホテルの男女別 2

、常

で走

、それを

を有すると、事

エコ・ジャーニークラブは、エコウルトラマラソンを理解して参加者自身が自己主催し「自然と

（ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄを準備願います） 

送付願います） 

に送付して下さ

川トレイル係  



（２）自然災害、事故、事件等による中止、およびお支払い後の取り消しの場合は、必要経費を

差引いた残金を返却します。なお、お支払い前でも、航空券購入後の取り消しの場合は、

航空券代金を請求します。 

＊その他 

 （１）現地集合・現地解散も可能ですが、その場合、自分で往復航空券の手配をして下さい。 

 （２）格安航空券を手配購入しますので、購入後のキャンセル払い戻しは出来ません。 

従って、参加費納入前でも、航空券購入後の参加取り消しの場合は、航空券代金を請求致します。 

 （３）担ぐ荷物は 20Ｌザックに８kg 以下が目安、想定天気 5℃雨～25℃晴れ、ジャーニーランと同様に毎日

手洗い洗濯し・着回しする（宿に洗濯機は無い）。２週間の合宿の様な共同生活です。 

 （４）参加の可否判断は、事務局に一任させて頂きます。 

 （５）小さな町での宿確保、１人での引率を考慮すると、５名／日が限度です。 

 （６）ハーフの方へは、フランクフルト空港での出迎え及び見送りしか出来ません。したがって、前半ハー

フの方は「フランクフルト空港～成田空港」間、後半ハーフの方は「成田空港～フランクフルト空港」

間は自力での移動をお願いします。 

 （７）昨年と異なり、前半に Mosel Steig、後半に bhein Steig を逆方向に歩きます。 

-----------------------------------------------------参加申込書------------------------------------------------------------------- 

該当種目に○を記入 

フル申込み する 前半ハーフ申込み する 後半ハーフ申込み する 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

氏 名 

住 所 〒 

 

電話番号： 

携帯電話番号： 

E-mail 

  PC ： 

 携帯： 

生年月日、性別： 

      年   月   日     、 男 or 女 

要項記載参加資格①②③の判断材料となる、最近５年の実績（内容、年月日） 

 実績例）ﾌﾙ＆ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝ完走、奥秩父山脈縦走、東京湾一周走り旅、海外旅経験など 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加したエコ･ジャーニークラブのイベント名： 

 


