雪の恵みをリアルに体感!
ディープな新潟の魅力を掘り起こす

昔の雪国

※イメージです

約 8,000年前の縄文時代に大雪が降り始めたと言われています。
このツアーでは豪雪を恩恵と感じ、
悠久の時を経て継承されてきた雪国の暮らしに迫ります。
「ユキノハコ」では雪中貯蔵による保存技術（農産物の高付加価値化・ブランド化）を
ご覧いただき、ふるさと体験施設「庄屋の家」ではかんじき、そり、
雪国衣装試着など昔ながらの雪国文化を体験していただくことにより、
雪国新潟のディープな魅力を再発見していただきます。
また地元を拠点に活動している
保倉川太鼓の演奏鑑賞と太鼓体験も行います。

2月6日

［出発日］2022年

1月21日㈮

申込締切日／ 2022年

［県民割キャンペーン適用後のお支払い実額（税込）］
大人お一人様

※イメージです

7,000 円、こども 6,000 円

※県民割キャンペーンは、新潟県、山形県、群馬県、長野県、富山
県の各県民が対象です。
※当ツアーは、新潟県の事業「新潟発！縄文からつづく文
化の魅力体験2021」の一環として実施するもので
あり、旅行代金の一部を新潟県が負担し上
記のご旅行代金となっています。

行程表

8 : 30

〈2月6日 〉
全行程
貸切バス利用
十日町の地域密着型旅行会社
HOME away from HOME Niigata. が
解説ガイドとして同行いたします

高速利用

11 : 00

11 : 30

ふるさと体験施設 あさひの里「庄屋の家」

（雪国の保存食を活用した郷土料理、昔ながらの雪国体験）

12 : 15

かんじき、
そり
民具、雪国衣装の説明、試着（雪の子、またぎ姿で記念撮影）

（荒天時：屋内にて
「つる細工」、
「わら細工」制作体験）

15 : 45

高速利用

（おやつタイム）
囲炉裏を囲んで串もち、甘酒でこびり
地元の保倉川太鼓鑑賞・太鼓体験（実際に太鼓を使って、

メンバーと心を一つにしてたたきます）

18 : 20（予定）

● 募集定員
：15名
（最少催行人員12名）
※申込が定員になり次第、締切となります。 ● 食事：朝0回、昼1回、
夕0回 ● 利用予定バス：新潟第一観光バス ● 添乗員：同
行いたします。● 旅行代金に含まれるもの：行程に記載の貸切バス代金、食事代金、入館料・各体験費用 ● 旅行代金に含まれないもの：集合場所までの往復交通費
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、行程を一部変更させていただく場合がございます。※降雪状況により、
そり体験は実施できない場合がございます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い

この旅行は「使っ得!にいがた県民割キャンペーン」対象
商品です。
給付金の受領について、新潟県からの給付金はお客様
に対して支給されますが、当社および「使っ得!にいがた県
民割引キャンペーン」事務局が給付金をお客様に代わっ
て受領
（代理受領）
致しますので、
お客様は、旅行代金に
対する給付金を差引いた
「お支払い実額」
をお支払いい
ただきます。
なおお取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消
料を申し受けます。お客様は、当社及び「使っ得!にいがた
県民割引キャンペーン」事務局による代理受領について
ご了承のうえ、
お申し込みください。
旅行代金・割引額（税込）・地域クーポン
旅行代金
大人12,000円、
こども11,000円
給付額
大人5,000円、
こども5,000円
お支払い実額
大人7,000円、
こども6,000円
地域クーポン券額 大人・子供共通2,000円
詳しい適用条件は裏面をご覧ください

● バスは大型バス45 席を半分の座席でご利用いただきます（ご家族での参加は除く）
。● 集合の際には

検温と手指消毒のご協力をお願いします。● ツアー中はマスクの着用をお願いします。● COCOA

（新型コロナウイルス接触確認アプリ）
、新潟県新型コロナお知らせシステムへのご登録をお願いします。

旅行条件
〈要約〉

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込みください。本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の4に定める取引条件
説明書面及び同法第 12 条の5に定める契約書面の一部となります。この条件に定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。

この旅行は、東武トップツアーズ株式会社新潟支店（以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行で
あり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結
することになります。旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの記載内容および別途お渡しする旅行条
件書、確定書面（クーポン類または最終日程表）ならびに当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によ
ります。
1.お申し込み方法・条件と旅行契約の成立
（1）当社の定める方法によりお申し込みください。下記のお申込金は指定の方法により当社の定める日
までにお支払ください。申込金は、
「旅行代金」
「取消料」
「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱
います。（2）お申込みの時点では旅行契約は成立しておりません。旅行契約は、当社が締結を承諾し、申
込金を受領した時に成立するものとします。（3）障がいのあるお客様、高齢のお客様、妊娠中のお客様な
ど、お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性が
あります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので、必ず事前
にお申し出ください。

旅行契約の解除期日

取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰
り旅行にあっては10日目）にあたる日以降 8日目にあたる
日まで

旅行代金の20%

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあた
る日以降 2日目にあたる日まで

旅行代金の30%

旅行開始日の前日

旅行代金の40%

旅行開始日当日

旅行代金の50%

旅行開始後又は無連絡不参加の場合

2.お申込金（お1人様につき）お申込金：5,000円
3. 旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代等およびその消費税等諸税相当額が含まれています。こ
れらの諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。行程に含まれない
交通費、飲食費等ならびに個人的性質の諸費用は含まれていません。

新潟県県民生活・環境部

【事業企画】

4. 旅行契約の解除
（1）お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。な
お、取消日とは、お客様が当社またはお申込店の営業日・営業時間内に旅行契約を解除する旨を
お申し出いただいた日とします。

旅行代金の100%

（2）お客様のご都合で既にお申込みのコースや出発日を取消され、新たに別のコースや出発日をお
申込みになる場合、また、お申込人数から一部の人数を取消される場合も、旅行代金に対してお1
人様につき上記の取消料の対象となりますので、あらかじめご了承ください。
5.このパンフレットは、2021 年 11月18日現在を基準としております。

文化振興課

〒950 - 8570 新潟市中央区新光町4 番地 1
電話 025 -280 -5139 FAX 025 -280 -5221

WEB からの申し込みはこちら

令和3年度文化資源活用推進事業

【旅 行 企画・実施／お申し込み・お問い合わせ】

新潟支店
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引の責任者です。このご旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がございましたら、遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

観光庁長官登録旅行業第38号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員
総合旅行業務取扱管理者／濁川 博
〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-54（日生南笹口ビル5階）
TEL：025-243-1515／FAX：025-243-2255
営業日・営業時間／月〜金 9:30〜12:00・13:00〜17:30（休業日：土・日・祝祭日） 東21-188
2017.6版

使っ得 ! にいがた県民割引適用条件
対象となる県民：新潟県、山形県、群馬県、長野県、富山県（県内の職場
や学校に通勤・通学している在住者を含む）
● ワクチン・検査パッケージの活用：新型コロナウイルスのワクチン接種済
であること、又は検査結果が陰性であることが利用条件です。

「接種済証」
「接種記録書」
「接種証明書」等（原本以外に画像や写し等の
提示も可）※群馬県民に関しては、
「ぐんまワクチン手帳」も可

※条件を満たさない場合は、割引適用不可です。
※予約後、条件を満たさない場合は取消（取消料対象期間中は、取消料が

②検査結果通知書
「PCR 検査等」は旅行開始日の 3日前以降の検体採取による検査結果が
陰性であること。

発生）
、又は割引前の旅行代金が適用となります。複数人での申込みの場
合で一部の方が適用にならない場合に同行者の方が取消された場合、取
消料対象期間中は取消料が発生いたします。

利用時に本人確認書類（身分証明）及び以下の①②いずれかの提示が必要
です。

「抗原定性検査」は旅行開始日の前日又は当日の検体採取による検査結
果が陰性であること。

※旅行申込日から出発日当日までに予防接種済証又は検査結果通知書等を
確認できない場合、旅行終了後の提出は認められません。

●

①ワクチン接種歴（2回接種し、2回目接種から14日以上経っていること）

※同居する親等の監護者が同伴する12歳未満の利用者は、提示不要です。

※旅行日当日は、身分証明書等によるご本人確認をさせていただきます。

雪の恵みをリアルに体感! ディープな新潟の魅力を掘り起こす 昔の雪国1日体験ツアー

【参加申込書】

お申込みファックス番号 025 -243 -2255

担当：村田

● パンフレットに記載の旅行条件及び旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関等への個人情報の提供について同意の上、申し込みます。

申込日

年

月

日

フリガナ

代表者氏名

漢字

様

年齢

歳

性別

男・女

様

年齢

歳

性別

男・女

フリガナ

同伴者氏名

代表者ご住所

漢字
〒

ご自宅電話番号

代表者
ご連絡先

携帯電話番号
メールアドレス

備考欄

※アレルギーなどで食事に制限
のある方、手話通訳など配慮
が必要な方などは、備考欄に
その旨ご記入ください。

