
◎出発日 … ３月２４日(金)／２６日(日)＜限定２本＞

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業 第２８９号 日本旅行業協会正会員／ボンド保証会員
旅行業公正取引協議会 会員
新潟市中央区万代１丁目６番１号 総合旅行業務取扱管理者／森田 健

≪受託販売≫新潟県知事登録旅行業者代理事業46号
新潟交通佐渡（株）
総合旅行業務取扱管理者/斎藤隆憲

◎個人情報のお取り扱いについて
新潟交通株式会社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申込み

I いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、弊社ではこの度の旅行に際し弊社及び弊社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内をお届けする為、また旅行参加後のご意見や
ご感想の提供及びアンケートのお願いの為にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

●お申し込みのご案内（詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。
この旅行は新潟交通株式会社が旅行企画するもので、旅行条件は下記によるほか旅行条件書及び観光庁長官認可の当社旅行業約款・特別補償規定によりま
す。約款は当社営業所に掲示、備付けてあります。

●お申し込みは、電話での予約も承ります。当社が予約の承諾をする旨を通知した日から３日目までに、別表の申し込み金をお納めください。（申し込み金は旅行
代金又は、解約手数料の一部として取り扱います。）お客様から当該期間内に申し込み金の提出がない時は当社は予約がなかったものとして取り扱います。尚、
残金は旅行開始日から起算してさかのぼって２１日目に当たる日より前にお支払いください。
●途中解約手数料－お客様のご都合でお申し込みを取消される場合は、別表の途中解約手数料を申し請けます。
●旅行代金には、旅行日程に明示した交通費・宿泊費・食事代・見学料及び消費税等を含みます。
●行程中の「自由食」及び「食事持参」は、各自負担となっております。
●本コースには、添乗員が同行致します。
●免責事項－次の場合、当社では賠償の責を負いません。天災地変・同盟罷業など不可抗力、盗難、傷害、疫病などでお客様の法令または公序良俗に反する行
為、運輸、宿泊関係機関など当社以外の責、以上それぞれの事由により生じた損害。
●特別補償規定－当社は法令に基づく責任の有無にかかわりなく、規定による一定の損害について一定額の補償金及び見舞金を支払います。
●各コース共定員になり次第締切らせていただきます。
●旅程保証などこの他の事項につきましては、観光庁認可の当社旅行業約款によります。

ｺｰｽNo.661-47

山形県

当パンフレットは2023年1月31日を基準としておりますが、運輸機関のスケジュール、運賃等変更により日程及び旅行代金を変更することがございます。
あらかじめご了承願います。

コース区分 申し込み金
途 中 解 約 手 数 料 （旅行日の前日から起算して）

２０日前～１５日前 １４日前～６日前迄 ５日前～２日前迄 出発日前日 出発日当日 旅行開始後の解除

他社交通機関利用コース ３,０００円 申し込み金全額 旅行代金の２０％ 旅行代金の３０％ 旅行代金の４０％ 旅行代金の５０％ 旅行代金の１００％

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取り引きに
関する責任者です。 この旅行契約に関し、担当者からのご説明にご不明な点が
あればご遠慮なく取扱管理者にお訊ね下さい。

お問い合わせ・お申込みは

新潟交通佐渡（株）くれよん佐渡
℡0259-57-1116

営業時間 9:00～18:00

（土曜・祝日は17:00まで）日曜日定休

佐渡市民限定

ツアー等の最新情報は
新潟交通佐渡の
ｗｅｂページでも
ご紹介しています。

http://www.sado-bus.com/

◎募 集 … ３５名様 （最少催行人員25名様）

①

佐渡各地 －－ 両津港9:15 ～～ ＜カーフェリー／２等＞ ～～ 新潟港11:45 －－ 聖籠・居食亭ほうせい丸
（昼食）－－ おしゃぎり会館 ・・・ 若林家住宅 ・・・ 村上歴史文化館 －－－ 村上 （町屋の人形さま／自由見学） －－

由良温泉 17:00頃

②

ホテル8:30 －－ 酒田山王くらぶ －－ 本間家旧本邸 －－ 山居倉庫 －－ 鶴岡・庄内観光物産館（昼食）

－－ 道の駅朝日 －－ 新潟港16:00 ～～ ＜カーフェリー／２等＞ ～～ 両津港18:30 －－ 佐渡各地

◎旅行代金
※ 全国旅行支援は、感染の拡大状況および予算の上限に

達した場合は、一時休止または終了となります。

【宿泊】 由良温泉 ホテル八乙女 （和室）

■ ３名様で１室ご利用の場合は(お1人様)1,100円増
２名様で１室ご利用の場合は(お1人様)3,300円増 となります。

■ 小人・幼児のお客様の料金はお問い合わせください。
■ 夕食は会食場、朝食はバイキングでのご用意となります。

【佐渡汽船の就欠航に関する対応について】

当日の就航状況により旅行を中止とさせていただく場合がございます。あらかじめご了承をお願いいたします。
◎旅行出発日の両津発カーフェリーが欠航の場合 → 旅行を中止、旅行代金は全額返金いたします。
◎帰着日（復路）の新潟発カーフェリーが欠航の場合 → 延泊料金はお客様のご負担となります。

海を望むいで湯 由良温泉

村上・町屋の人形さま→
（千年鮭きっかわ）

↑
ホテル八乙女 外観

検温・体調管理の
徹底にご協力ください

マスク着用に
ご協力ください

ツアー関係者の体調
管理の徹底・マスク着用

バス・利用施設
消毒実施・消毒液設置

バス・各施設の
換気徹底

※ 感染予防の観点から、ご出発当日37.5℃以上の発熱の症状
および体調不良がみられる場合、ツアーの参加をお断りする
場合がございます。

～ お客様へお願い～

※ 今後の状況により変更となる場合がございます。

※ 咳エチケットの励行及び手洗い･手指の消毒にご協力をお願い
いたします。

【新型コロナウイルス感染症に関するくれよんの取り組み】

※ ご乗車時、非接触体温計での検温にご協力をお願いいたします。

安心してお楽しみいただけるよう、お客様のご協力をお願いいたします。

車内での飲酒は禁止
会話はお控えください

★本事業の参加条件を裏面に記載しております。お申し込みの前に必ずご確認ください。
★本事業の参加条件、感染症拡大防止策に同意の上、お申し込みをお願いいたします。

★全国旅行支援と共に「ワクチン接種者または検査陰性者限定の旅」対象のコースです。

＜利用バス会社＞ 新潟交通佐渡㈱ ガイド付き

【佐渡発くれよん】 ●フェリーの乗り降りもバスで楽々！
● 最寄りの乗車地からゆったり旅♪

旅行代金 旅行代金への給付額 お支払い実額

39,000円

４～６名様で１室ご利用の場合

（１泊２日）

大 人 5,000円 34,000円

【食事】 朝× 昼○ 夕○

【食事】 朝○ 昼○ 夕×

添乗員
同行

村上・酒田のひな人形めぐりと

ホテル八乙女
大浴場 →※ 画像はイメージです。



＜お問い合わせ・お申し込み＞

新潟交通佐渡株式会社 くれよん佐渡
℡0259-57-1116

営業時間 9:00～18:00（土曜・祝日は17:00まで）
定休日 日曜日

【参加の条件について】

※この旅行は、佐渡市に在住の方で、新型コロナウイルスワクチンを３回以上接種済み、あるいは検査

陰性者の方が対象となります。

※全国旅行支援は、各都道府県毎に運用が定められております。感染の拡大状況および予算が上限に

達した場合は、都道府県ごとに一時停止や終了となります。あらかじめご了承の上お申し込みください。

※お客様都合によるお取り消しの際は、割引前の旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。

★この旅行は【全国旅行支援】の対象商品です。
本事業の参加条件・感染症拡大防止策に同意の上、お申し込みをお願いいたします。

『 全 国 旅 行 支 援 』 の ご 案 内

【給付額について】

※旅行代金が15,000円未満の場合、販売助成金は10円未満の切り捨てとさせていただきます。

旅たびシールなど他の割引を適用する場合は、旅行代金に対して割引をさせていただき、割引後の

旅行代金から販売助成金を算出いたします。全国旅行支援以外の割引適用後の旅行代金が15,000円

未満の場合も、販売助成金は10円未満の切り捨てとなります。

ご提出・ご提示いただく書類のご案内

②新型コロナウイルスワクチン接種歴 ●佐渡市在住の方で、接種歴３回以上
… 接種済証、接種記録書、接種証明書、アプリ等（原本以外に画像やコピー等の提示も可）

②をご提示いただけない場合は、下記の 検査結果通知書 を提示
「ＰＣＲ検査」「抗原定量検査」は出発日の３日前以内、「抗原定性検査」は出発日の１日前以内が
有効期限となります。（コピーやメールまたはｗｅｂ回答画面の提示も可）
※検査費用はお客様負担となります。 ※お客様ご自身で医療機関または検査機関にて受検ください。
（市販の検査キット等を利用した自己判断は不可です） ※検査で陽性が判明した場合は当社から
旅行契約を解約させていただきます。その場合、キャンセル料はいただきません。

ご旅行当日に必ず
ご持参ください！

①本人確認書類 ※本通が必要です！
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険等被保険者証、年金手帳、学生証 など いずれか１点

ツアー当日に必要書類をお忘れの場合、またはご提示いただけない場合は、

ご旅行のご参加をお断りさせていただきます。
その際は所定の取消料（ご旅行代金の５０％）が発生いたしますのでご注意ください。

ご注意
ください！

★ご旅行当日に下記①と②の２点を参加者全員が必ずご提示ください。
但し、同居する親等の監護者が同伴する12歳未満の参加者は①のみとなります。

※ ご不明な点がありましたら、事前にお問い合わせください。

※ ご参加の際は当社の感染防止対策にご協力いただくことに同意して
いただきます。ご了承の上ご参加いただきますようお願い申し上げます。

※ 参加条件は、今後の状況により変更させていただく場合がございます。

さらに!!

電子クーポンによる付与が原則となりますので、スマートフォンで
アプリを取得しないと利用いただけない場合がございます。

3月24日(金)
3月26日(日)出発
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佐渡市民限定

海を望むいで湯 由良温泉
村上・酒田のひな人形めぐりと
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