レンタサイクル利用規約
このレンタサイクルは、須坂市観光協会 各観光案内所（以下 案内所）が運営管理しています。この利用規約
は、お客様（以下 利用者）がこのレンタサイクルを利用していただく際に遵守していただく事項について
規定しています。このレンタサイクルをご利用する場合には、この規約を遵守していただくことになります。

１． 利用申込み
利用申込みは、下記のいずれかの方法で行うことができます。
（１） 案内所窓口で申込み
（２） 電話予約
貸出手続きの際に利用申込書に必要事項を記入のうえ、身分を証明できるもの（運転免許証、パスポート
健康保険証、学生証等）と一緒に提示してください。身分証明証等含め複写させていただきます。
なお、利用申込みの代表者は高校生以上に限らせていただきます。
また、申込書に虚偽の記載をされた場合には、利用をお断りすることがあります。
ご予約の場合、変更・取消はお早めにご連絡ください。なお、ご予約の予定時間を過ぎた場合は取消をする
場合がありますのでご了承ください。

２． 個人情報の利用
本サービスの利用に関連して案内所が知り得た個人情報については、須坂市観光協会が別途定める「個人
情報保護方針」に従い取り扱うものとします。

３． 利用金額
貸出し場所

自転車仕様

駅前シルキー
観光案内所

電動アシスト付
（26 インチ）

蔵のまち
観光交流センター

電動アシスト無
（26・27 インチ）

利用期間
１日（４時間まで）
１日（４時間以上）
２日間 *１
３日間 *１
１日目
２日目
３日目

（税込）
利用料金
1,000 円
1,500 円
2,500 円
3,000 円
500 円
800 円
1,500 円

*１ 充電器も貸出しいたします。
詳細な情報については各案内所にお問合せください。

４． 利用期間
利用期間は、貸出日当日の 9:00～17:00 から３日間（17:00）までです。
連絡のないまま、返却時間を大幅に過ぎる等、当方で悪質と判断した場合には、所轄警察署に
被害届を提出する等の措置を取る場合があります。

５． 利用条件
・観光目的以外はお貸しできません。
・市内に移住・定住をされる方。但し事前の調査を目的とする場合のご利用に限ります。
・貸出・返却とも営業時間内（9:00～17:00）となります。
・お一人様に同時に複数の自転車を貸出することはできません。
・電動アシスト付自転車は小学生以下のお子様につきましては、ご利用いただけません。
・電動アシスト無自転車で小学生がご利用の場合は保護者の同伴を必要とします。（ヘルメット着用厳守）

６． 利用特典
このレンタサイクルの貸出しに当たって、お客様には次の利用特典があります。
① 須坂市域内の旅館・ホテル・ペンション等へご宿泊されたお客様は利用料金の 100％を
減免いたします。
② 須坂市域内で土産品等お買い上げの場合は、利用料金の 50％を減免いたします。
③ ①及び②に規定する施設・お店等は「別紙・須坂市観光協会に会員登録のある」
施設・お店とさせていただきます。

④ いづれも減免を受けられる際は、レンタサイクル貸出し期間中に①、②、③に示されている
施設・お店の「領収書」若しくは施設等のわかるレシート又はそれに変わる証明書等で確認させて
いただきます。提示の無い場合は利用料金を申し受けます。

７． 返却先
貸出を受けた場所へ返却してください。
※やむを得ない事情による返却場所以外の引取りには、別途の費用を申し受けます。

８． 禁止事項
利用者は次の行為をしないでください。
① 飲酒・無謀運転、その他交通法規に違反する行為
② 危険箇所・その他不適切な場所での利用
③ 自転車放置禁止区域内及び歩行者や自転車の通行障害となるような場所での駐輪
④ 自転車の改造
⑤ 運転中に当該自転車の異常（パンク等）を認めた場合、運転を継続する行為
⑥ 利用申込者以外の者に使用させること

９． 自転車の故障
（パンク修理）
利用中に発生した自転車のパンクについては、利用者が最寄りの自転車店等に持ち込み修理を行ってくださ
い。修理にかかった代金については、利用者にてご負担いただきます。
（その他の修理）
利用中に自転車が故障した場合は、そのまま貸出場所若しくは指定場所まで持込んでください。利用者に起
因する自転車の故障については、利用者の費用負担で修理していただくことになります。
案内所への事前の連絡が無く、利用者自身が自転車を修理された場合の修理代金は負担できません。また自
転車の故障によって利用者その他第三者に損害が発生したとしても、案内所に起因する場合を除いて案内所
は一切責任を負いません。

10． 自転車の盗難・紛失
利用期間中に自転車の盗難・紛失等に遭遇した場合は、速やかに貸出した案内所まで連絡してください。
無施錠のまま放置した等利用者に起因する事情により盗難・紛失等した場合、及び利用者による重大な過失
が認められた場合は、利用車にて全額ご負担をいただきます。

11． 事故
利用期間中に遭遇された、第三者との事故・盗難等により利用者及び相手方に損害等が発生した場合におい
て、案内所は一切の責任を負いません。
利用者が利用期間中に事故にあった場合は、速やかに警察署に届ける等の法令で定められた処置をとると
ともに、案内所に事故発生の日時・場所・原因・事故の状況等を報告してください。
事故についての示談等が必要な場合には、自らの責任において行ってください。前項にかかわらず、案内
所が第三者にやむなく損害賠償を支払った場合を含め、案内所が被害を被った場合には、利用者にその損
害賠償を請求することがあります。

12． 鍵の紛失・破損
自転車の鍵を紛失・破損された場合は、別途交換料として実費相当額をいただきます。
無施錠での駐輪等の利用者の過失による自転車の盗難・紛失等の遭遇した場合には、10 項に定める額を違
約金としていただく場合があります。

13． 利用取消し
利用者が利用規約に違反した場合は、貸出期間中であっても、利用を取消しし、自転車を速やかに返還して
いただきます。
また、利用規約の違反により当協会もしくは第三者が被害を被った場合には、利用者にその損害賠償を請
求することがあります。
施行日：平成 29 年９月１日

（お客様各位）

レンタサイクルご利用のルール

楽しく、快適にご利用いただく為、以下の内容についてご理解とご協力をお願いいたします。
１．

観光目的以外の利用はお断りいたします。

２．

市内に移住・定住をされる方で事前の現地調査を目的とする場合に限り、貸出しを行います。

３．

スピードの出しすぎ、急ハンドル、急ブレーキ、飲酒後の運転は、転倒の恐れや歩行中のお客様
にご迷惑となりますので、お止めください。

４．

自転車の走行は「車道」側となります。歩道内は走行出来ません。

５．

小さなお子様はヘルメットを着用し、必ず保護者のご同伴をお願いいたします。
またお子様を抱っこしての運転は、お止めください。

６．

自転車を後退させる時もペダルは回転します。ペダルから足を離す際は足の巻き込みに十分ご注
意ください。

７．

薄暮、日没後の夜間走行時には必ずライトを点灯してください。
危険箇所には充分気をつけて走行してください。通行禁止区域での走行はお止めください。

８．

返却場所以外での乗捨ては出来ません。

９．

故意に自転車を破損させる様な危険運転行為は、絶対にお止めください。

１０． 時間の超過は「延長時間×１時間貸出時料金」の延長料金が発生します。
貸出し状況により延長をお断りさせていただく場合もございますので予めご了承くださいませ。
１１． 須高地区（須坂市・小布施町・高山村）内に限ります。
１２． 事故、故障等は利用者の責任とします。
１３． レンタサイクル利用規約を尊守願います。
１４． 貸渡中のパンク等、故障が生じた場合は、下記へ連絡してください。
（電動アシスト付自転車）
駅前シルキー観光案内所

ＴＥＬ．０２６－２１５－２２２５

（電動アシスト無自転車）
蔵のまち観光交流センター

ＴＥＬ．０２６－２４８－６８６７

須坂市観光協会

個人情報保護方針
須坂市観光協会（以下 当協会）は個人情報保護法その他関連法令を順守いたします。
● 取り扱う個人情報の紛失、滅失、改ざんおよび漏洩の防止等、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な
措置を行います。
● 取得した個人情報は、以下に定める利用目的の範囲内でのみ利用します。
● 個人情報保護のために管理体制を継続的に見直し、改善いたします。

第１． 個人情報の利用目的
当協会は、利用者の個人情報を次の目的で取得し利用します。
（１） 本サービスの利用に際しての利用者としての審査のため
（２） 当協会の事業活動及び市場調査に関する分析・統計のため
（３） 利用者が本サービスを利用している間における利用者との各種連絡のため
第２． 個人情報の第三者への情報提供
１．当協会は、本条第２項に記載する場合を除き、当該個人のご承諾はない限り、取得した個人データ
を第三者に提供いたしません。
２．次の場合、当協会は個人情報を開示・提供することがあります。
（１） 利用者ご本人の同意がある場合
（２） 利用者に明示した利用目的達成に必要な範囲で提携する事業者との間で個人情報を共同利用す
る場合
（３） 裁判所、検察所、警察、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から法令等則って開示
を求められた場合。
（４） その他法令等に定める正当な理由がある場合。
第３． 個人情報管理
当協会は個人情報を適切に管理いたします。
当協会は集計業務、発送業務等の業務の委託をする場合、個人情報を適切に管理する能力を有すると認
められる者にかかる業務を委託し、委託先との間で適切な守秘義務契約を締結したうえで、個人情報の
取扱いを依頼します。
第４． 個人情報の開示・削除要求への対応
当協会の保有する個人情報は、ご要請に応じて開示いたします。
開示された個人情報が正確でないとのお申し出があった場合、適切な方法で、その内容を確認し必要に
応じて情報の追加・変更・訂正または削除等行います。
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NO
会 員 名
宿泊施設 （ペンション含む）
1 旭日館
2 魚なか旅館
3 ゲストハウス蔵
4 七味温泉ホテル渓山亭
5 シティーホテルサンシャインエイト
6 (株)仙仁温泉岩の湯
7 須坂温泉(株)
8 時空の杜 ペンション
9 (有)福寿の湯温泉 福寿荘
10 ペンションケルン
11 ペンションコンパス
12 ペンション白いつばさ
13 ペンションスタートライン
14 ペンションファンタイム
15 ペンションホワイトイーグル
16 山の宿 木まま
17 旅館 四明館
18 ロッジやまぼうし

所 在 地
須坂市大字井上514-1
須坂市上中町173
須坂市須坂39
上高井郡高山村大字牧2974-48
須坂市大字須坂1210
須坂市大字仁礼3159
須坂市大字日滝5414
須坂市大字仁礼字峰の原3153-3
須坂市大字小山1番地
須坂市大字仁礼3153-699
須坂市仁礼峰の原高原3153-877
須坂市大字仁礼3153-436
須坂市大字仁礼峰の原3153-885
須坂市大字仁礼3153の862
須坂市仁礼峰の原高原3153-285
須坂市大字仁礼3153-729
須坂市南横町1629
須坂市仁礼町 峰の原3153-972

商店・飲食店 等
19 あがれ家
20 アスザックフーズ(株)
21 (株)アピタイト
22 (株)アルムあぶらや
23 ウェイウェイ餃子
24 (株)遠藤酒造場
25 (合)カミヤ長張商店
26 カメラショップ イワイ
27 臥竜公園商店会
28 キタザワ美容室
29 キモノのゆきわ
30 清野製菓
31 銀の風カノン
32 楠わいなりー(株)
33 合同会社ケイ・アイ・ナーセリー
34 (有)K&A 旬菜古民家 ゆるり
35 (有)糀屋本藤醸造舗
36 こし乃菓子工房
37 (株)小妻屋本店
38 コモリ餅店
39 (株)酒井商會
40 (有)さか田 宗石亭
41 (有)塩屋醸造
42 信州高山食品(株) 高山亭
43 (株)シューマート
44 松山園（しょうざんえん）
45 菅平峰の原グリーン開発(株)
46 須坂煎餅堂
47 (有)鈴木養蜂場
48 (有)駿河壱番
49 (有)盛進堂製菓舗
50 (株)総合企画アドバンス
51 だいこんの花
52 玉林餅菓子店
53 (有)つたや菓子舗
54 (有)角田酒店
55 トレインギャラリーNAGANO
56 (有)中村醸造場
57 能登忠
58 (株)二葉堂
59 升田屋
60 松栄寿司
61 (有)松風
62 松葉屋そば店
63 松屋(有)
64 (有)丸源鋸工場
65 みのり
66 (有)山下薬局
67 湯っ蔵んど

須坂市上中町227
須坂市米持町293-45
須坂市大字幸高101-1 境沢セブンイレブン
須坂市臥竜6-12-24 （味わいキッチン）
須坂市大字坂田50-1
須坂市大字須坂29
須坂市上町1370
須坂市馬場町1266-16
須坂市臥竜2丁目2-10 （公園内各店）
須坂市本上町100
須坂市新町885-22
須坂市墨坂2-4-2
須坂市横町226
須坂市亀倉123-1
須坂市大字豊丘843番地 （花卉店）
須坂市本上町1385
須坂市大字野辺1366番地
須坂市大字日滝本郷町741
須坂市大字須坂467
須坂市北横町1316
須坂市高梨町2535
須坂市大字須坂1311
須坂市大字須坂537
上高井郡高山村大字高井字旅屋56番地1
長野市稲里町中氷鉋458番地
須坂市幸高町438-1
須坂市峰の原町3153
須坂市東横町358
須坂市中町222-3
須坂市墨坂南3丁目6-1
須坂市大字須坂1272
須坂市大字須坂1157 （迎賓館・三ツ扇）
須坂市大字須坂1643
須坂市上中町184
須坂市大字小山529-7
須坂市春木町506-3
須坂市福島481
須坂市大字日滝726
須坂市大字須坂304
須坂市大字米持591
須坂市大字小山穀町466
須坂市墨坂南2-17-1
須坂市本上町41
須坂市大字須坂702
須坂市大字須坂152
須坂市大字須坂1426
須坂市大字須坂252-4
須坂市中町208
須坂市大字仁礼7

TEL

備 考

026-245-2121
026-245-0271
026-214-7945
026-242-2921
026-245-8121
026-245-2453
026-245-1460
0268-71-5691
026-245-5701
0268-74-2591
0268-74-3343
0268-74-0210
0268-74-3538
0268-74-3033
0268-74-2697
0268-74-3908
026-245-0707
0268-74-1250
※営業時間、定休日等、直接お問合せください
026-246-7050
そば
026-245-1002
ドライフーズ（ショップ有）
026-248-3008
セブンイレブン
026-242-4188
和食
026-248-3338
餃子
026-245-0117
酒類
026-245-0359
文房具
026-245-7564
カメラ・写真
026-248-2217
おでん･団子 等
026-245-0150
美容室
026-248-4840
着物
026-245-2034
おやき・和菓子 等
026-248-5812
バー（夜）
026-214-8568
ワイン･シードル
026-248-2437
花･野菜の苗
026-248-6804
和食
026-245-0456
味噌、醤油 等
026-214-6613
和菓子製造
026-245-3802
そば製造・販売
026-245-0528
餅･おやき 等
026-245-0397
自動車販売･整備
026-245-0177
焼肉･すき焼き 等
026-245-0029
味噌、醤油 等
026-248-1320
そば･和食
026-462-0088
靴
026-248-0080
盆栽
0268-74-2450
ゴルフ場
026-246-5750
煎餅･絵描き煎餅
026-245-0379
はちみつ
026-245-1809
和食
026-245-0385
和洋菓子
026-246-3333
和食
026-245-8555
居酒屋
026-245-1149
和菓子
026-245-0541
おやき・和菓子 等
026-245-0015
酒類
026-248-4188
鉄道展示、そば･和食
026-245-1102
味噌、醤油 等
026-245-0053
割烹 日本料理
026-246-0011
和洋菓子
026-245-0073
たいやき 等
026-248-2555
寿司
026-245-0164
寿司、日本料理
026-245-0418
そば･和食
026-245-0023
そば･和食
026-245-0675
手引きのこぎり専門店
焼肉（豚ホルモン）･居酒
026-245-7467
026-245-0032
漢方･調剤薬局
026-248-6868
日帰り温泉･食事処
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NO
会 員 名
68 枠屋
69 綿幸(株)
70 (株)綿幸本店
商店会連合会 会員
71 須坂市商店会連合会
カメラショップイワイ
(株)ライフサービス
(有)神戸ガラス
中村洋品店
(名)酢屋信商品
なかむら印刷
(有)きたはら生地店
後藤農園
コーワキングスペース(ADDS)
商工会議所

所 在 地
須坂市大字須坂新町614-2
須坂市中町218
須坂市上中町160

TEL
026-247-8020
026-245-0218
026-245-0529

商店会加盟各店
須坂市馬場町1266-16
須坂市大字須坂415
須坂市臥竜1-1-15
須坂市大字須坂399
須坂市大字須坂1268
須坂市常盤町727
須坂市横町404
須坂市大字野辺635
須坂市常盤町804-1
須坂市大字須坂1278-1

026-245-7564
026-245-0268
026-245-5647
026-245-3314
026-245-0419
026-245-1868
026-245-1144
026-245-9865
026-214-9141
026-245-0031

農園 （りんご、ぶどう 等）
72 黒岩果樹園
73 後藤農園
74 信州フルーツ王国振興会
75 そのさとブルーベリー農園
76 タケヨシ農園
77 中村農園
78 まごころや
79 宮川農園
80 (株)未来農業計画 森の畑

須坂市大字日滝3114－8
須坂市大字野辺635
須坂市高畑の各観光農園 （※別紙）
須坂市豊丘町742－1
須坂市大字米子807
須坂市大字栃倉350
須坂市大字井上3081-2
須坂市大谷町447-4
長野市緑町1418番地24

026-248-4627
026-248-2403
026-245-9841
090-8720-6979
026-248-1160
026-237-7110

交通関係 （バス・タクシー）
81 (株)アリーナ
82 共和観光バス(株)
83 須坂観光タクシー(株)
84 長電タクシー(株)
85 長電バス(株)
86 長野電鉄(株)
87 北信タクシー(株)
88 わらび野観光(株）

長野市篠ノ井塩崎6944-1
長野市三才673-1
須坂市大字須坂130
長野市吉田3-21-1
長野市大字村山471番地１
長野市権堂町2201 権堂ｲｰｽﾄﾌﾟﾗｻﾞND内4階
須坂市金井原1507-1
上高井郡高山村大字高井650-1

026-299-6200
026-236-9779
026-245-1010
026-244-0351
026-295-8008
026-232-8121
026-245-4598
026-214-7611

美術館･博物館、その他
89 アンゼン産業(株)
90 （株）一兎舎
91 いわもとぷろ
92 (有)ＡＤＤＳ
93 (株)オフセット
94 カシヨ(株)
95 カラサワデザイン
96 （株）キノコ村
97 佐藤印刷(株)
98 (有)シモダ
99 須高ケーブルテレビ(株)
100 (公社)須高広域シルバー人材センター
101 (一財)須坂市文化振興事業団
102 須坂新聞(株)
103 (有)外村石油
104 高山電業(株)
105 (財)田中本家博物館
106 (株)MTC
107 (株)地域総合計画
108 蝶の民俗館
109 テクノエクセル(株)
110 中沢デザイン事務所
111 (株)長野銀行 須坂支店
112 長野県信用組合 須坂支店
113 長野信用金庫 須坂支店
114 長野興農(株)
115 長野ツーリスト(株)
116 ながの農業協同組合 須坂支所
117 西田管業(株)
118 (株)日本ツーリスト
119 (一財)仁礼会
120 (株)八十二銀行 須坂支店

須坂市大字須坂1623
長野市吉田2丁目9番地2号
須坂市大字坂田54-5 （写真関係）
須坂市常盤町804-1 （情報プログラム 等）
須坂市墨坂南1-17-3
長野市西和田1-27-9
須坂市臥竜2-16-12
須坂市野辺1883
須坂市大字須坂北横1321
須坂市大字小山515
須坂市北横町1295-1
須坂市大字須坂1218
須坂市墨坂南4丁目5-1
須坂市南横町1591-8
須坂市相森町2178
須坂市大字市塩川490番地1
須坂市穀町476
須坂市塩野1119-3
須坂市大字野辺1354－1
須坂市本上町36
須坂市大字須坂字八幡裏1588
長野市三輪4-1-29メゾン北村301
須坂市末広町1268
須坂市大字須坂宗石1234ｰ1
須坂市大字須坂1623-17
長野市差出南1-11-1
須坂市大字須坂1271
須坂市大字小山1253-5
須坂市墨坂4-5-14
須坂市北横町1322
須坂市大字仁礼655
須坂市中町519

026-248-4330
026-219-2233
026-245-6394
026-214-9141
026-245-6338
026-251-0510
026-245-2748
026-246-5888
026-245-0112
026-246-8450
026-246-1222
026-246-2003
026-245-1800
026-245-5320
026-245-1618
026-245-5733
026-248-8008
026-248-5700
026-248-3645
026-248-5164
026-245-0121
026-213-6368
026-245-3300
026-245-0620
026-245-1110
026-228-1552
026-246-8211
026-245-1300
026-248-0342
026-246-1743
026-245-9441
026-245-1082

備 考
居酒屋
着物
着物

カメラ・写真
保険
ガラス
制服･作業服
酒・食料品
印刷
衣料品
農園
情報プログラム 等

026-245-5030
026-245-9865
ブルーベリー

ブルーベリー

平成２９年度 須坂市観光協会 会員名簿
NO
121
122
123
124

会 員 名
明治産業(株)
(有)吉池看板企画
山の繪美術館
米子不動尊 本坊米子瀧山不動寺

所 在 地
須坂市大字高梨288
須坂市墨坂3丁目4番18号
須坂市大字仁礼3153-260
須坂市大字米子1057

2017/10/13 No.3
TEL
026-246-1122
026-246-0970
0268-74-3660
026-245-0972

備 考

