2021年10月

小樽港発・新千歳空港着 JB3399

４日間

●旅行企画・実施：株式会社 道新サービスセンター

出発日

10月26日（火）

■旅行代金（大人おひとり様/フェリーはツーリストA利用）

2名様1室

1名様1室

119,800円

129,800円

ツアーのポイント
★北前船寄港地であった新潟市、出雲崎町、上越市直
江津区（以上新潟県）、富山市、高岡市（富山県）をめぐ
り、かつての繁栄に思いをはせます。
★全国各地の北前船寄港地・船主集落を調査している
小樽商科大学の研究員で、おたる案内人マイスターで
もある高野宏康さんが同行。またそれぞれの町では
現地ガイドが北前船についてお話いたします。

●協力：北海道新聞小樽支社

■添乗員同行 ■食事（朝２・昼３･夕２）付
■募集人員／30名様（最少催行人員：15名様）
■利用ﾊﾞｽ会社：新潟交通観光ﾊﾞｽ又はゆきつばき観光又は新潟中央観光ﾊﾞｽ
【ご宿泊ホテル】1日目／新日本海フェリーらべんだあ または あざれあ
2日目／上越市内：アートホテル上越 洋室利用（バス・トイレ付）
3日目／富山市内：富山エクセルホテル東急 洋室利用（バス・トイレ付）

【フェリーについて】
※（基本プラン）ツーリストA：階段式寝台ベッド（バス・トイレなし）
※ご希望の方は、往路フェリー「ツーリストS(シングルベッド個室/バス・ト
イレなし)」「デラックスA（テラス付きツイン個室/バス・トイレ付）」での利
用も可能です。お申し込みの際、係員にお申し出ください。
■追加代金（おひとり様）
<ツーリストS>（シングルルーム）1名様1室：2,500円
（2名様でお申込みの場合は2部屋に分かれてのご利用となります）
<デラックスA>1名様1室：15,000円/2名1室12,000円

（コロナウイルスの状況により、現地ガイドが案内出来ない場合
もございます）

■行程表

ツーリストA

ツーリストS

デラックスA

スケジュール（●は入場観光、○は下車観光地となります）

食事

1 小樽港フェリーターミナル・小樽港17：00発～～～船中【泊】※夕食、翌朝食は船内で各自お取りください。
～～新潟港（9：15）＝＝新潟市【○日和山（出帆を決めるため天候を観測した山）、●旧齋藤家
別邸（北前船で財を成した齋藤家の別邸）、○白山神社（大船絵馬）】<120分>＝＝＝新潟市内で

2

げいぎ

昼食後、京都、東京と並び称されていた花街新潟で●芸妓の舞鑑賞＝＝＝出雲崎（●妻入り会館、
○出雲崎寄港地の町家、●光照寺）<60分>＝＝＝＝上越市内17：30頃【泊】 ※夕食はホテルにて
上越市内9：00頃＝＝＝直江津【○旧直江津銀行（上越市最古の擬洋風建築）、○住吉神社（航海の
安全を祈願した船絵馬）、○町並み散策】＜150分＞＝＝高岡市【●高岡市伏木北前船資料館・旧秋元

3

家住宅(海運を家業とした旧家)、○伏木神社(海上安全祈願にまつわる奉納物を持つ神社)、●勝興寺
唐門(京より北前船で運ばれたとされる唐門)】<120分>＝富山市内17：30頃【泊】 ※夕食はホテルで洋風会席
富山市内8：30頃＝＝富山市内～～＜●富岩水上ライン・所要・約60分＞～～岩瀬地区【●北前船廻船
問屋・森家（北前船の栄華を残す重要文化財）、●旧馬場家住宅（「岩瀬五大家」の筆頭に挙げ

4

られ、北陸の「五大北前船主」のひとつ）、○町並み散策】<120分>＝＝富山空港または小松空港
＝✈＝（直行便または羽田空港乗り継ぎ）＝✈＝新千歳空港15：20～23：05頃

※昼食は富山名物ます寿司

※凡例／✈：飛行機 ＝＝：バスまたはタクシー ～～：船 ・・・：徒歩 朝：朝食あり 昼：昼食あり 夕：夕食あり 弁：弁当 ×：食事なし

お申し込みの前に、裏面の旅行条件ならびに「新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うお客様へのお願い」をご一読ください
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■旅行代金は出発 21 日前に当たる日より前
に、所定の方法でご入金をお願いします。
■バス座席割りは、当社で決めさせていただき
ますので予めご了承ください。最大で 30 名様
の募集人員とさせて頂き、グループ毎の座席と
し、他のお客様との相席は致しません。
■最少催行人員に満たず、旅行中止の場合は
14 日前までにご連絡いたします。
■車内禁煙にご協力をお願いいたします。
■出発日の 7 日前までに最終日程表をお渡し
します。
※当日の緊急連絡先、宿泊先、集合場所・時刻を
改めてご確認ください。

小樽港へのアクセス
【バス】JR 小樽駅・小樽築港駅より
＜JR 小樽駅発＞
所要時間：30 分 運 賃：大人 240 円
のりば：JR 小樽駅前バスターミナル 4 番
出発時刻 15：29（新潟行に接続）
＜JR 小樽築港駅発＞
所要時間：10 分 運 賃：大人 240 円
のりば：JR 小樽築港駅北口
出発時刻 15：52（新潟行に接続）
※上記は北海道中央バスの情報です
※情報は予告なく変更する場合があります。

【タクシー】
JR 小樽駅より約 2.8km 約 10 分
JR 小樽築港駅より約 1.8km 約 5 分
【お車で】
フェリーターミナルには送迎用の駐車場はありますが、ツアー期間中駐
車可能な駐車場はございません。公共交通機関でお越しください。

【新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うお客様へのお願い】
皆様に安心してご参加いただくために新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策を実施しております。立ち
寄り先においては、各機関のガイドラインに従ってご利用ください。
・ツアー出発時、検温にご協力いただきます。 37.5℃以上のお客様はご参加いただけません。
（お取り消しの場合は、規定の取消料を申し受けます）
・出発前に事前健康アンケートをお渡しいたします。ご旅行当日に提出をお願いします。
・マスク着用やうがい・手洗いをお願いします。

お申込みのお客様へのご案内[要旨]
●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社 道新サービスセンター 観光事業部（北海道札幌市中
央区大通西３丁目 観光庁長官登録旅行業第２０６６号 、以下『当社』と
いう）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」という）を締結することになり
ます。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全
文）
、
出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款
募集型企画旅行契約の部（以下「約款という）によります。
●旅行のお申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、ＦＡＸその他の通信手段でお申込みの場合、当社らの予約
を承諾する旨の通知がお客様に到着した日の翌日から起算して３日以内
に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
(3)旅行契約は、電話によるお申込みの場合、本項（２）により申込金を当
社らが受領したときに、また、郵便又はＦＡＸその他の通信手段でお申
込みの場合、申込金のお支払後、当社らの旅行契約を締結する旨の通知
がお客様に到着したときに成立いたします。また、電話、郵便、ＦＡＸ
その他の通信手段でお申し込みの場合でも、通信契約によって契約を成
立させるときは、
「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件の定めに
より契約が成立します。
(4)お申込金（おひとり様）
旅行代金 ６万円未満 １２，０００円/１０万円未満 ２０，０００円
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる
日（日帰りは１１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）にお支払いいただきます。

お申し込みお問い合わせは

道新観光

お申込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、事前に内容をご確認の上お申込み下さい。

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。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミーク
ラス）
、宿泊代、食事代及び消費税等諸税。これらの費用はお客様の都合に
より一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
（コースに含
まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません）
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除される時は、次の金額を取消
料として申し受けます。
旅行契約解除の日
旅行開始日前日から起算して
さかのぼって
①２１日目に当たる日以前の
解除
②２０日目に当たる日以降の
解除（③～⑥を除く）
③７日目に当たる日以降の解
除（④～⑥を除く）

取消料（おひとり様）
宿泊付旅行
無料

日帰り旅行
（夜行含む）
11 日目に当たる
日以前は無料

旅行代金の20％

10 日目以降20％

旅行代金の30％

旅行代金の30％

④旅行開始日の前日の解除

旅行代金の40％

旅行代金の40％

⑤旅行開始日の当日の解除

旅行代金の50％

旅行代金の50％

⑥旅行開始後の解除又は無連
絡不参加

旅行代金の
100％

旅行代金の
100％

●特別補償
当社は当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわ
らず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、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、その身体、生命又は手
荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金
又は見舞金を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべ
き保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減
額することがあります。
死亡補償金：１５００万円、入院見舞金：２～２０万円、通院見舞金：１
～５万円、携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（ただし補償
対象品１個あたり１０万円を限度とします）
●個人情報の取扱について
当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人
情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お
客様がお申込み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の受領のため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、当社及び販売店では①当社及び当社
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②旅行参加後の
ご意見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの
提供⑤統計資料の作成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。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は２０２１年８月１日を基準としております。また旅行代金
は２０２１年８月１日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しており
ます。

観光庁長官登録旅行業第２０６６号 JATA 正会員

旅行企画・実施
株式会社 道新サービスセンター 観光事業部

札幌市中央区大通西３丁目道新ビル 1 階道新プラザ内

TEL.０１１-２４１-６４０１

総合旅行業務取扱管理者：小原 渉

営業時間/月～金/９:３０～１７:３０、土・日・祝日は休み
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引に関する責任者です。この契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があ
ればご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

