
共通のご案内（必ずお読み下さい）

旅行条件書（要旨） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししていますので、事前にご確認のうえ、お申込ください。

個人情報の取り扱いについて

●お申し込み
①大人一名以上でお申込み下さい。出発の前日１７時３０分まで予約を受け付けております。また、満
席等の理由により、受付ができない場合があります。平日のお申し込みは、一週間以上前にお申込み
ください。
②２０歳未満の方がご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
③身体に障害のある方、健康を害している方はその旨をお申出ください。団体行動に支障をきたすと当
社が判断した場合、お申込みをお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とさせていただく場合が
あります。
●旅行代金について
旅行代金には往復の交通費（スケジュール記載のもの）宿泊費、消費税等。
旅行代金に含まれるものは、利用の有無に係わらず、ご返金はできません。小学生以下は半額で未就
学児は無料で参加できます。

前項の他は旅行代金に含まれません。
①自由行動中の見学料、食事料、交通費等
②傷害、疾病に関する医療費（傷害、疾病保険料等）
③ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金
④ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
●添乗員について
添乗員は同行いたしません。ご旅行中の手続きはお客様自身で行っていただきます。
●貸切バスについて
貸切バス会社は、新潟交通観光バス、アネシスバス、Cityバス、高砂観光バス、北新バスの五社とな
ります。バス会社を指定することはできません。また、スケジュールにより予定していたバス会社とならな
い場合があります。

１．本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業第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」の一部とります。

2．募集型企画旅行契約
この旅行は、一般社団法人新発田市観光協会（以下「当社」という）が企画・募集する旅行であり、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を締結することになります。又、契約の内容・条
件は、募集広告（パンフレット等）のコースごとに記載されている条件のほか、下記条件、最終旅行日程表
及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。

3．旅行のお申込み
（１）申込書に所定の事項を記入の上、お一人様につき申込金（旅行代金）を添えて当日お申込みいた
だきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取扱います。またお客様が
旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、お申し込みの際にお申し出ください。可能な範
囲内で当社はこれに応じます。
（２）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受け付けます。このばあ予約の
時点では契約は成立しておらず、当社が旅行実施当日に申込書と申込金（旅行代金）を収受した時点
で契約が成立します。

4．契約の成立と誓約書面の交付
（１）募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金（旅行代金）を受領したときに
成立するものとします。
（２）当社は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する
事項を記載した書面（以下「契約書面」といいます）をお渡しします。（当申込書はこのご旅行条件書にお
いて、契約書面の一部といたします。）当社が手配し、旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、
当該契約書面に記載いたします。

5．申込条件
１５歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。（但し、一部のコースを除きます。）１
５歳以上２０歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。

6．旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の当日以降にお支払下さい。
●旅行代金に含まれるもの
旅行代金に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代及び
消費税等諸税。
第７条　お客様からの旅行契約の解除

7．お客様からの旅行契約の解除
（１）旅行開始前
お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いただいて、旅行契約を解除すること
ができます。既に収受している申込金から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取
消料がまかなえないときは、その差額を申受けます。（なお、表で言う取消日とは、お客様が当社及び旅行
業で規定された「委託営業所」（以下「当社」らといいます。）のそれぞれの営業日、営業時間内に取消す
る旨をお申し出いただいた時を基準とします。

8．旅程管理等
当社は安全で円滑な旅行の実施の確保に努めます。お客様は団体行動中、当社係員の指示にした
がっていただきます。

（１）一般社団法人新発田市観光協会（以下「当社」）およびご旅行をお申し込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご
提出いただいた個人情報について、お客様との連携や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等
に提供いたします。
（２）当社及び販売店等、当社が提携する企業が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
（３）上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店舗またはホームページでご確認ください。

9．お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定
の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。また、契約
上の地位の譲渡は当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この
旅行契約にかんする一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は、利用運送機関・宿
泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

10．旅程管理等
当社は安全で円滑な旅行の実施の確保に努めます。お客様は団体行動中、当社係員の指示に従っ
ていただきます。

１1．当社の責任
当社は、当社又は手配代行者（旅行サービスの手配を当社に代わって行う者）が故意又は過失により
お客様に損害を与えたときはその損害を賠償いたします。（お荷物の賠償限度額は、当社に故意又は
重大な過失がある場合を除きお一人１５万円）但し、損害発生の翌日から起算して２年以内に当社に対
して通知があった場合に限らせていただきます。

12．お客様の責任
当社はお客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を請求すること
が出来るものとします。

１3．旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更（次に掲げる事由による変更を除きます。天災地変、戦乱、暴動、官公
署の命令、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提
供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置）が行われた場合は、旅行代金に
下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、サービスの提供の日時及び順序の変更
は対象外となります。変更補償金の額は旅行者お一人に対し、一募集型企画旅行につき旅行代金の
5.0%を限度とします。又、変更補償金の額が1,000円未満の場合はお支払しません。当社はお客様
の同意を得て変更補償金の支払いを物品・サービスの提供に替えることがあります。

１4．旅行条件基準日
この旅行条件は。平成２６年４月2１日現在を基準としています。

１5．その他
当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

国内旅行傷害保険加入のおすすめ

安心してご旅行をしていただくため、
お客様自身で保険をかけられますよう
おすすめいたします。

募集型企画旅行の取消料

取消日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

21日前に当たる日
以前の解除

旅行代金の20%無料 旅行代金の30% 旅行代金の40% 旅行代金の50% 旅行代金の100%

20日前に当たる日
以降の解除

7日前に当たる日
以降の解除

旅行開始日の
前日

開始日の
当日に解除

旅行開始後及び
無連絡不参加

取消料

一件あたり率（％）
変更補償金の支払い対象となる変更 旅行開始前 旅行開始後

本パンフレットに記載した
（１）旅行開始日又は旅行終了日の変更
（２）入場する観光地又は観光施設（レストランを含みます）
　  その他の旅行の目的地の変更

（３）運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
　 （変更後の合計金額が当初の合計額を下回った場合に限ります）

（４）運送機関の種類又は会社名の変更
（５）旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
（６）宿泊機関の種類又は名称の変更
（７）宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
（８）前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載が
　  あった事項の変更 

1.5

1.0

1.0

1.0
1.0
1.0
1.0

2.5

3.0

2.0

2.0

2.0
2.0
2.0
2.0

5.0

〒957-0055　新潟県新発田市諏訪町1丁目2番11号　FAX.0254-26-5031　mail  kanko@shibata-info.jp
旅行企画・実施（一社）新発田市観光協会 TEL.0254-26-6789　

お申込み・お問い合わせは
（新潟県知事登録旅行業第3-386号）

※担当者の説明に不明な点があれば、旅行業務取扱管理者（当該業務での取引責任者）にご質問ください。 
※お申込みのご案内　（詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認上お申込みください。） 
※詳細は専用の「しば・たび」パンフレットをご覧いただき、お申込みください。

（一社）全国旅行業協会正会員
国内旅行業務取扱管理者／棚田 由美子

募集型企画旅行実施可能区域：新潟市、阿賀野市、聖籠町、阿賀町、胎内市、新発田市、福島県喜多方市
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S P R I N G

しばた
しばたがもっと楽しくなる！

4月～11月毎週
「土・日曜、祝日」運行中!!

※最小催行２名／添乗員無し
※3日前までにご予約下さい 
※催行日のみ当日乗車できます

運行日

定　員 20名

行程

9:00   新発田駅発
9:30   月岡温泉各旅館
9:35   刀剣伝承館
10:20 新発田城址公園
          （新発田城・白壁兵舎広報史料館）
11:30 寺町たまり駅・寺町通り
12:30 新発田駅

午
前
プ
ラ
ン

※寺町たまり駅でコーヒーと和菓子、和スイーツBOX付
※4/1～4/30までは寺町たまり駅ではなく、
　安兵衛茶屋でコーヒー及び和箱をお渡しします
※新発田城址公園では、新発田城及び白壁兵舎広報
　史料館について両方又は片方の見学ができます

13:30 新発田駅
13:40 新発田城址公園
　　　　  （新発田城・白壁兵舎広報史料館・
         　  安兵衛茶屋）
15:05 蕗谷虹児記念館
16:00 月岡温泉
16:30 新発田駅

午
後
プ
ラ
ン

※安兵衛茶屋でコーヒーと和菓子付
※蕗谷虹児記念館で蕗谷虹児グッズプレゼント

思いったったら

すぐ出発 ! !

しばたをめぐる小旅行 春

平成28年４月１日～９月30日

しばたん観光バス城下町しばたを巡る
大
人
１
名

大
人
１
名

小
人
１
名

小
人
１
名2,800円 2,000円

2,500円 1,700円

思いたったらすぐ出発 !!

午前
料金

午後
料金

新発田へ行こう！
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いずれのツアーも１週間前までに10名以上の予約があった場合、運行致します運行について
※注意書きがない限りバス移動となります

たいないも堪能できるよ！！たいないも堪能できるよ！！

こちらのツアーのお申込み・お問い合わせは

たいないの自然を満喫しよう!!
樽ヶ橋から高坪山へ!!
新緑の蔵王山・蔵王権現・
高坪山トレッキング

5月15日㊐
※最小催行10名定 員

出発日

料金

20名

大
人2,000円 小

人1,500円
※５月10日㊋
　までに申込

（イメージ）

行程

6:45 中条駅
7:00 クアハウスたいない
樽ヶ橋・黒川城跡・大沢山・釈迦岳・
高坪山山頂（昼食）・釈迦岳・
蔵王登口
15:15 クアハウスたいない
15:30 中条駅

お互いのご当地スイーツを
食べて地元の美味しさを堪能!!

5月28日㊏
※最小催行10名定 員

出発日

料金

20名

大
人5,300円 小

人3,000円
※５月23日㊊
　までに申込

行程

9:20 胎内市役所
9:50 新発田駅
寺町お菓子店散策・胎内市内（昼食）
胎内市本町通り
（まち歩きしながらお菓子店散策）
14:40 胎内市役所
15:10 新発田駅

地元で作られている
食を知ろう!!

5月21日㊏
※最小催行10名定 員

出発日

料金

20名

大
人5,300円 小

人3,000円
※５月16日㊊
　までに申込

行程

9:50 新発田駅
10:20 胎内市役所
10:30 小国製麺
12:00 ロイヤル胎内パークホテル（昼食）
13:10 胎内高原ビール園
14:40 市島酒造
15:30 新発田駅
16:00 胎内市役所

胎内わらび採り体験と
美肌温泉ロイヤル胎内
パークホテル昼食プラン

5月8日㊐
※最小催行10名定 員

出発日

料金

20名

大
人5,000円 小

人3,000円
※5月2日㊊
　までに申込

（イメージ）

行程

9:30 新発田駅
10:00 胎内市役所
わらび採り体験
ロイヤル胎内パークホテル
（入浴・昼食）
14:00 胎内市役所
14:30 新発田駅

奥胎内新緑散策!!
鮮やかな新緑のブナ林を

思う存分満喫

6月26日㊐
※最小催行10名定 員

出発日

料金

20名

大
人4,300円 小

人3,000円
※6月21日㊋
　までに申込

（イメージ） （イメージ）

行程

9:00 新発田駅
9:30 胎内市役所
奥胎内ヒュッテ（ブナ林散策）
ロイヤル胎内パークホテル
（入浴・昼食）
14:30 胎内市役所
15:00 新発田駅

日本一小さな山脈!!
櫛形山脈トレッキング

6月5日㊐
※最小催行10名定員

出発日料金

20名

大
人2,000円 小

人1,500円 ※５月31日㊋までに申込

（イメージ） （イメージ）

行程

7:00 中条駅
7:10 胎内市役所・関沢森林公園
・山の神・大沢尾根コース
・櫛形山脈縦走コース
・坂井越（昼食）・鳥坂山
・胎内観音コース・樽ヶ橋
15:20 胎内市役所
15:30 中条駅
※昼食は各自持参
※中条山の会が案内

5月15日㊐
※最小催行10名／添乗員が付きます定 員

出発日

料金

20名

大
人5,500円
小
人3,000円

行程

（新発田駅発は5,000円）

9:00   新潟駅
9:50   新発田駅
10:30 胎内市わらび採り体験
12:20 紫雲の郷（昼食）
14:20 新発田駅
15:00 新潟駅

しばた・たいない
わらび採りと深層湯温泉

堪能ツアー

6月19日㊐
※最小催行10名／
　添乗員が付きます

定 員

出発日

料金

20名

大
人6,500円
小
人2,500円

行程

（新発田駅発は6,000円）

9:00   新潟駅
9:50   新発田駅
10:00 五十公野公園あやめ園
11:10 苔香荘見学（昼食）
13:00 市島酒造
14:00 寺町散策
15:00 新発田駅
15:50 新潟駅

日本四大あやめと
城下町の歴史文化堪能!!
しばたあやめまつり見学と
苔香荘でお茶巡りツアー

8月3日㊌
※最小催行10名／添乗員が付きます定 員

出発日

料金

20名

大
人6,500円
小
人3,500円

行程

（新発田駅発は6,000円）

9:00   新潟駅
9:50   新発田駅
10:20 松塚漁港干物作り体験
11:40 紫雲の郷（昼食）
13:30 片山食品工場見学
15:00 新発田駅
15:50 新潟駅

しばた紫雲寺満喫プラン
干物作り体験と

紫雲寺工場体験ツアー

しばたアスパラ巡り！
アスパラ収穫体験と

アスパラカレー堪能バスツアー

7月16日㊏
※最小催行10名／
　添乗員が付きます定 員

出発日

料金

20名

大
人5,500円
小
人3,000円

行程

（新発田駅発は5,000円）

9:00   新潟駅
9:50   新発田駅
10:30 道賀アスパラ採り
12:00 志まや（アスパラカレー昼食）
13:30 新発田駅
14:00 新潟駅
※収穫したアスパラガスは
　持ち帰れます（本数制限あり）
※お土産用のアスパラガス付

たいない、しばたで一緒にコラボしました!!

胎内市旅行事業
☎0254-43-6112（受付時間：平日8:30～17:15）

たいないも堪能できるよ！！
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