
生協旅行センター閉店のお知らせ
生協旅行センターは2021年3月26日（金）をもちまして閉店させていただくことになりました。
職員生協様とは今後とも指定店としてお付き合いさせていただきます。
つきましては同店の業務を本社旅行部が引き継ぎサービスを提供して参る所存です。
皆様には、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

１枚のきっぷから
家族旅行・
団体旅行まで
お気軽に
ご相談ください

J R券： 普通乗車券、特急券、
　　　　企画商品（週末パス）
　　　　パッケージ商品、企画商品
宿泊券： 全国契約旅館3,000軒
　　　　全国シティホテル、
　　　　ビジネスホテル、
　　　　佐渡は民宿可能
航空券： ANA（全日空）、
　　　　JAL（日本航空）、
　　　　エアーパッケージ商品
　　　　　　　（フリープラン等）
船車券： 私鉄、高速バス、フェリー、
　　　　レンタカー等
その他： 入場券、食事券（写真はイメージです）

取扱商品

生協売店内

（本館地下
１F）でも

お渡しも可
能です

チケットは
職場まで
お届けしま

す

申し込みの際「市役所、○○課」とおっしゃっていただけますとスムーズにご案内できますので、よろしくお願いいたします。

タイプ 商　品　名 発売終了日

自由席タイプ
新幹線Wきっぷ

2021年３月31日えちご料金回数券（新幹線用：新潟～長岡）
指定席タイプ 新幹線回数券（普通車）

【発売を終了する商品】　※新潟エリアにおいて影響のある商品のみ抜粋
J R券

発売終了の
お知らせ

■感染防止に向けた当社の取り組み
●乗車人数を少人数にします（１人で２席）
●バス車内消毒実施・消毒液設置し、車内換気徹底します。
●添乗員・乗務員の体調管理の徹底・マスクを着用します。

■お客様へのお願い
● 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、
ツアー参加をお断りする場合がございます。
● 咳エチケットの励行および手洗い・アルコール消毒にご協力ください。
● スマートフォンを利用されている方は、接触確認アプリのご利用をお願いいたします。
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回 覧 職員生協指定店 佐渡汽船観光株式会社



春からのおすすめ募集ツアー!からのおすすめ募集ツアー!

体験：チタン製アイスクリームスプーン酸化発色　昼食：スノーピークにてBBQ ※酒類・飲料品は含まれておりません。

行 程 表

料 金

 たまには野遊び 
 スノーピークで “手ぶらBBQ”！ 

 第一弾  ４月29日（木・祝）
 第二弾  ５月29日（土）

旅行代金  大人１名様

14,500円税込
旅行代金  小人１名様

13,500円税込
（幼児無料。食材が必要な場合は別途かかります）

写真は全てイメージです

新潟駅南口発 →　　　→ 新潟港：ターミナル → 燕市産業史料館 → ストックバスターズ →
 8:30 8:50 体験 買い物
Snow Peak Headquarters Campfield → 新潟港：ターミナル →　　　→ 新潟駅南口
 11:50 　ミュージアム見学：15：00～　 16:00 17:20 17:40

最大24名募集（最少催行人数15名）

利用バス会社 / 新潟交通観光バス株式会社
※バスは抗ウイルス光触媒加工済です

大人は
おみやげ
つき！

おにぎり付き！

発色は24色から選びます。
グラデーションも可能！

話題のホテル
スイデンテラスに泊まる

おしゃれでおいしい、最も旬な山形旅。
ご家族でも、ご夫婦でも、おひとりでも。

6/5
（土）

6/6
（日）

2021年６月５日（土）～６月６日（日）
最少催行人員15名（最大定員23名まで）

（１～２名１室利用）
大人１名様 43,900円/税込 （１～２名１室利用）

小人１名様 33,900円/税込

新潟駅
8:30

佐渡汽船 新潟港
8:15
いま庄内のフロントラインを行く
地産ワイナリーでの試飲会

ピノ・コッリーナファーム＆ワイナリー 朝
×
昼
○
夕
○

朝
○
昼
○
夕
×HOTEL

9:00

佐渡汽船 新潟港
17:00頃

Blackbird Market

器も内装も音楽も素敵な
イタリアンのご昼食

土門拳記念館

世界的写真家の
世界で初めての美術館

プリツカー賞受賞の坂茂による
水田に囲まれたコンセプトホテル
お宿：SUIDEN TERRASSE

16:30頃着
※フレンチベースの夕食付

湯殿山

標高1,500Mのパワースポット
温泉湧き出る巨石の御神体

有機栽培米『ひとめぼれ』使用
体喜ぶ旬野菜でおもてなし
農家レストラン 菜ぁ

バス会社：新潟交通観光バス

庄内一大きなお土産施設
庄内観光物産館 新潟駅

16:30頃

秘湯 肘折温泉 新旧庄内路
リアリズム写真と秘湯、ワインと近代建築。新旧楽しい山形旅行のご提案。

5/14
（金）

5/15
（土）

2021年  　　　
５月14日（金）
～５月15日（土）

（２～３名様１室）
大人１名様

42,000円/税込

新潟駅
9:00

〈昼食〉　　　　　（なぁ）
やさいの荘の家庭料理 菜ぁ佐渡汽船 新潟港

8:40
朝
×
昼
○
和

夕
○
和

朝
○
和

昼
○
洋

夕
×

肘折温泉
8:45

新潟駅
16:40

佐渡汽船 新潟港
17:00
バス会社：新潟交通観光バス

〈リアリズム写真鑑賞〉
土門拳記念館

〈見学＆試飲〉
ピノ・コッリーナワイナリー

〈お買い物〉
庄内観光物産館

〈囲炉裏でお食事〉
お宿：元河原湯

16:00

〈昼食〉
SUIDEN TERRASSE
12:10 13:30

（小人の参加はご相談ください）

GoToキャンペーン再開後は表示価格から割引になります。

●旅行条件に含まれるもの　旅行代金にはチラシに記載された、交通費、食事費、諸税などが含まれます。
●取消料　 旅行契約後、お客様のご都合によりお取消しになる場合は、次の取消料をお支払いいただきます。
取消日 21日前迄 20～8日前 7～2日前 前 日 当 日 旅行開始後及び無連絡不参加
取消料 無料 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％
●特別補償　 当社はお客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物にかぶった一定の損害について、

募集型企画旅行業約款特別保証規定により、一定の保証金及び見舞金を支払います。
●旅程補償　 旅行日程に重要な変更が行われた場合は、旅行業約款（募集型企画旅行）の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の１％～５％

に相当する額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更保証金の額は旅行代金の15％を限度とします。
また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更保証金の算定基礎となる旅行
代金とは、お客様自身の希望により生じる追加代金を除いた金額です。

●免責事項　 次の場合当社では賠償の責はおいません。天災地変、同盟罷業その他不可抗力により生じた損害、盗難、傷害、質病などお客様の故意
または過失によって生じた損害。お客様の法令又は公序良俗に反する行為、運輸、宿泊期間など当社以外の責によって生じた損害。

●その他の事項については国土交通省認可の当社旅行業約款によります。

●個人情報の取扱について
　 当社及び受託旅行業者は、ご旅行申込
書に記載された個人情報について、お
客様との連絡のため利用させていただ
くほか、お申し込みいただいた旅行に
おいて運送・宿泊期間等の提供する
サービスの手配及び、それらのサービ
スの受領のための手配に必要な範囲内
で利用させていただきます。その他当
社及び受託旅行業者では、会社及び提
携する企業のサービス・キャンペーン
のご案内等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。


