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お１人様１泊２食（いずれも税込） はま風館（和室）
期　間 平日／休前 ２名１室

～11/7 平　日 18,480
休前日 20,900

11/8～12/24 平　日 16,280
休前日 19,800

３名１室の場合はお1人様2,200円引（税込）
IN  15：00　 OUT  10：00
交通  【列車】JR村上駅→バス約10分→徒歩約３分
【車】日本海東北自動車道・神林岩船港IC→約10分

※３館共通　•入湯税150円は現地払い。　•幼児・４名様以上の場合はお問い合わせください。

お１人様１泊２食（いずれも税込） 10畳タイプ（和室）
期　間 平日／休前 ２名１室

～12/24 平　日 14,850
休前日 18,150

３名１室の場合はお1人様1,100円引（税込）
IN  15：00　 OUT  10：00
交通  【列車】JR岩室駅→自動車または無料送迎で10分
【車】北陸自動車道・巻潟東IC→約15分

瀬波温泉 大観荘せなみの湯

角神温泉 ホテル角神

岩室温泉 ゆもとや

お１人様１泊２食（いずれも税込） 別館（和室）
期　間 平日／休前 ２名１室

～12/24 平　日 15,950
休前日 18,150

３名１室の場合はお1人様550円引（税込）
お酒またはソフトドリンク１本
IN  15：00　 OUT  10：00
交通  【列車】JR鹿瀬駅→車約７分
【車】磐越自動車道・津川IC→約13分
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大人２名様より申込可
７営業日前までにお申込ください

◆３名様１室利用お１人様1,100円、２名様１室利用お１人様2,200円の追加となります
◆小人（小学生）は、大人代金の4,700円引きです　◆幼児代金はお問い合わせください
◆バス車内禁煙、また清涼飲料水を除き食事及び飲酒はできません。新しい旅のエチケットにご協力ください

【宿泊先】湯沢グランドホテル
【出発日】 11月 ❶３日㈬ ❷７日㈰ ❸18日㈭
【旅行代金】 お支払実額（おひとり様）

使っ得にいがた県民割：大人23,600円、小学生18,900円
　　 　（基本旅行代金：大人28,600円、小学生23,900円）ホテルサンルート

１人前：4,500円（税込）
４人前：5,500円（税込）

シルバーホテル
和・洋・中  各種４～５人前
6,000円（税込）

アートホテル
和洋折衷 ３～４人前
 6,000円（税込）
 8,000円（税込）
10,000円（税込）

旅 行 代 金

設 定 期 間

２名１室 31,000円（税込）
　　（１名様あたり）

----------------------------------------------------------------

３名１室 29,700円（税込）
　　（１名様あたり）

----------------------------------------------------------------

４名１室 29,000円（税込）
　　（１名様あたり）

※１名１室利用の場合＠税込み500円のルーム
チャージが発生します。
※小人の参加はご相談ください。
※参加者の方で、釣船にのらない方はご相談く
ださい。（注：釣船は２名様からの設定です。）

2021年
10月８日～11月15日 毎日

設定

●料金に含まれるレンタル詳細
レンタル道具：ライフジャケット・竿・リール・

ライン・仕掛け
●仕掛け詳細（どちらかお選びください）
・エサ（サビキ等）
・ルアー（ジグ・タイラバ・エギのうち、いずれか２個）
※釣り道具は持ち込み可能です。

カーフェリー２等
往復乗船券代

追加代金でグレードアップ可能
往路 新潟発 9:20出航
復路 両津発 16:05出航

カーフェリー１等へ：片道1,000円（税込）追加
ジェットフォイルへ：片道2,300円（税込）追加
※ジェットフォイルのダイヤは、佐渡汽船ホー
ムページをご覧ください。

レンタル釣り道具付き
釣船代金

２日目朝６時より約４時間
稲鯨漁港または沢根漁港から出発

＋

レンタカー料金
ガソリン代・免責補償込み!!
※Sクラス（コンパクトカー）車種限定

１日目 両津港 11:50貸出
２日目 両津港 15:30返却

宿泊代
宿泊先・民宿 敷島荘（１泊夕食）
お宿：民宿 敷島荘（佐渡市稲鯨1354）
お部屋タイプ：お任せ（水回り無）
トイレ・洗面：共同　 夕食：大広間（予定）
　　　大浴場：有　　 朝食：無

釣船一例：龍釣具店『豊栄丸』

１日目 新潟港出航 両津港到着 レンタカー貸出　　　　　　  　自由観光  　　　　　お宿チェックイン 夕食
9：20 カーフェリー 11：50 11：50 18：00頃 18：30頃～

２日目 起床 釣船出航 釣船帰港 レンタカー返却 両津港出航 新潟港到着
4：00～5：00 5：00～6：00 釣船 10：00 　　　　　　自由観光 15:30 16：05 カーフェリー 18：35

タ
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ム
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ケ
ジ
ュ
ー
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観光
例）西三川ゴールドパーク
佐渡歴史伝説館など

越後湯沢温泉と
新潟風土の美に出会う旅

【行 程 表】 添乗員・バスガイド同行いたします
 利用バス：新潟交通観光バス 又は同等（★入場観光、▲下車観光お土産処等、●昼食）

佐渡汽船・新潟港＝●新潟ふるさと村＝
　　  11：50
＝★清津峡トンネル＝越後湯沢温泉（泊）

17：20頃

１日目
朝食：×
昼食：○
夕食：○

　宿＝〈牧之通り〉＝西福寺・開山堂＝▲越後ワイナリー…
 9：15
ブドウ畑に囲まれたワイナリー直営 （注）
…●レストラン葡萄の花＝▲藤次郎ファクトリー＝新潟港
（フレンチフィッシュコース） 15：30頃

２日目
朝食：○
昼食：○
夕食：×

（注）藤次郎ファクトリー（工場）
へは、危険防止のため飲酒
されている方のご入場はで
きません。

　　また11月３日発のコースは、
藤次郎ファクトリーに替えて
「SUWADA製作所」（刃物工
場見学）となります。

このツアーは「使っ得！にいがた
県民割キャンペーン」適用商品で
す。新潟県民のみ割引の対象と
なります。
※お申し込みの際、又ご旅行当
日に身分証明書をご持参くだ
さい。

佐渡船釣りパック １泊２日

添乗員・現地係員は同行いたしません。

３日前までの完全予約制。店頭渡しとなります。※当日ホテルでの引取りをお願い致します

※イメージです

《旅行代金に含まれるもの》

使っ得！にいがた県民割キャンペーンは、予算の上限に達した時点で適用終了となります。お早めにお申し込みください。
適用終了以降のお申し込みは基本旅行代金でのお取り扱いとなり、地域クーポンもお渡しできませんので予めご了承ください。

◆１泊２日１名当り（１室４～６名様でご利用の場合） ◆全館禁煙となります（ホテル内、喫煙所あり）

１名につき新潟県使っ得！地域クーポン券2,000円分をお渡し！

募集人員 各回35名まで　最少催行人員 20名
（大型バス45席、最大でも８割弱の乗車率に控えます）

佐渡発はこちらを
ご参照ください。

＋

予約制オードブル市内ホテル応援企画

利用可能！ くわしくはこちら ▶

佐渡汽船観光㈱佐渡旅行センター
一般社団法人全国旅行業協会正会員

新潟県知事登録旅行業第2種19号　総合旅行業務取扱管理者　山際宏志
本社・旅行部  〒950-0078  新潟市中央区万代島9-1
☎(025)245-3701   FAX(025)245-3712

　 営業時間/平日8：30～17：00（日・祭日は休み）

〒952-0014　佐渡市両津湊353
☎0259（27）5345　FAX0259（27）4935

総合旅行業取扱管理者　奥林将司
営業時間／10：00～18：00（土日は休み）

旅行条件（要旨）お申し込みいただく前に、必ずお読みください。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（1） 所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお

申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引か
せていただきます。

（2） 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、
当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に申込書
の提出と申込金の支払いをしていただきます。

（3） 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したとき
に成立するものとします。

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前
（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払い
ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、
お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払い
いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申
し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2021年4月１日を基準としています。また、旅行代金は
2021年4月１日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

● 取消料
（1） 旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の

金額を取消料として申し受けます。
契約解除の日 取消料（お１人様）

旅行開始日の前
日から起算して
さかのぼって

１）21日目にあたる日以前の解除
（日帰り旅行にあっては11日目） 無料

２）20日目にあたる日以降の解除
（日帰り旅行にあっては10日目）
（３～６を除く）

旅行代金の20％

３）７日目にあたる日以降の解除
（４～６を除く） 旅行代金の30％

４）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％
５）当日の解除（６を除く） 旅行代金の50％
６）旅行開始後の解除または無連絡
不参加 旅行代金の100％

　※各コースに適用取消料の明記がある場合は、その取消料を適用
いたします。

　※当社の責任とならない各種ローンの取扱上の事由に基づき、お
取消になる場合も左記取消料をお支払いいただきます。

　※お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊
機関等行程中の一部の変更についても、全体に対するお取消と
みなし、取消料の対象となります。

（2） お客様は下記に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除す
ることができます。
　①契約内容の重要な変更が行われたとき
　②前項に基づき旅行代金が増額改定されたとき
　③天変地異、戦乱等の事由が生じた場合において、旅行の安全か
つ円滑な実施が不可能となったとき、または、そのおそれが極
めて大きいとき

　④当社がお客様に対して、別途定める日までに、最終日程表を交
付しなかったとき

　⑤当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不
可能となったとき


