
コース内容 ･ 時間

コース内容
大幅パワー
アップ！

お申し込み
・

お問い合せ

お電話から

接続料はお客様負担となります

■受付時間　8：45～17：15　　■定休日　12/31～1/3以外無休

0570-037154検　索ハミングツアー 

http://www.humming-tour.jp
スマホからも申し込み OK ！

WEB から

月岡温泉周遊ライナー
新潟空港
新潟駅 新発田

月岡温泉

新発田城址公園周辺
１時間自由散策

月岡温泉

15:00着

往 路
堀部安兵衛生誕地「城下町しばた」と明治～大正のレトロ空間

■最少催行人員：1 名様　■募集人員：20 名様

※月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）は白壁兵舎と蕗谷虹児記念館が休館のため、新発田城址公園散策30分、「刀剣伝承館 天田昭次記念館」見学30分（入館料通常350円が無料）に変更となります。

※水曜日（水曜が祝日の場合は翌日）は豪農の館 市島邸が休館のため、「わくわく広場」見学25分、「カリオンパーク」見学10分、ビュー福島潟見学15分に変更となります。

■最少催行人員：1 名様　■募集人員：20 名様

新潟駅／新潟空港→月岡温泉行きコース NO.

999-011

新潟国際空港 13:00発

JR新潟駅南口 12:30発

蕗谷虹児記念館の
入館料（大人500円）込み!

＊ 10/28 ～ 3/31 の内容です。
　4 月以降は決まり次第発表いたします。

各コース

1000円
子ども（3才～12 才）	 500 円
幼　児（3才未満）	 無料
当日スタッフにお渡しください。

毎日出発!
＊乗車の前日17時までにお申し込みください。

「豪農の館・市島邸」とラムサール条約の水辺「福島潟」

月岡温泉→新潟空港／新潟駅行きコース NO.

999-012 復 路

月岡温泉

10:30発

新潟国際空港 12:05着

JR新潟駅南口 12:30着

豪農の館 市島邸

35分間自由見学

ビュー福島潟

15分間自由見学

入館料（大人600円）込み!

2018年10月28日～
2019年3月31日



乗車・降車場所

お申し込み方法

新潟駅　JR新潟駅南口貸切バス乗場

新潟駅（南口）
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新潟空港

国内線チェックインロビー 国際線チェックインロビー

国際線入口

タクシー乗り場

国内線入口 館内案内・カウンター

空港ターミナル

第 1 駐車場貸切バス
駐車場

集合場所

新潟空港 国内線到着口向かい
貸切バス乗り場

月岡温泉
●「月姫広場」足湯前（新湯）

●「源泉の杜」手湯前（旧湯）

● お申込み方法と旅行条件（要旨）
１：弊社ホームページ又はお電話にてお申し込みください。｢ 旅行

条件書 ｣ 全文は当社ホームページをご覧ください。

２：「旅行条件書」をご確認の上、必要事項をお伝えください。旅行

契約は当社が旅行契約の締結を承諾し、お申込金（旅行代金）を受

領したときに成立します。（月岡周遊バス：お申込金は旅行代金の金

額）

３：お申込金は旅行代金取消料又は違約金のそれぞれの一部として

取扱います。

４：旅行代金は往路便の乗車時までにお支払い下さい。

５：お申込後、お客様の都合で旅行の参加を中止される場合や出発日、

コース等を変更される場合、下記の取消料をお支払い頂きます。

全コースの共通事項（特に記載のない場合は以下の条件となります）

●バスガイドは乗車しませんが、旅行業務を遂行できる乗務員が同

行します。　●バス車中は禁煙、カラオケは行いません。　●各コー

スともお一人様の旅行代金です。　●募集人員：15 名様●最少催

行人員：１名様　●子供料金：３才～１２才の旅行代金です。３才

未満の座席を必要としないお子様は大人１名様につき１人まで無料

となります。　☆天候状況により中止となる場合があります。

詳しい旅行条件を説明した旅行条件書（全文）を用意しておりますので、

十分に確認の上お申込み下さい。

新潟県知事登録旅行業　第２－ 298 号
社団法人 全国旅行業協会会員

（社）日本山岳ガイド協会賛助会員

（株）KOKK本社
　　イベント制作事業部
平日 10:00 ～ 17:00  土・日・祝日は定休日
〒 957-0056
新発田市大栄町 6-6-4

※旅行業務は行っておりません。

旅行・企画実施

国内旅行取消日
（出発日を含まず）

20 日前～ 8 日前
（日帰りは 10 日

前～ 8 日前）

７日前～

２日前

出発日の

前日
当日

旅行開始後又は無

連絡不参加

20% 30% 40% 50% 100%

= バス・タクシー　～船舶　→飛行機　－鉄道

・・・徒歩　＋＋＋ロープウェイ・ケーブルカー

朝 = 朝食　昼 = 昼食　弁 = 弁当　特 = 特別料理

□新潟営業所
月～金 8:45 ～ 17:15
土・日・祝日は定休日
〒 950-0915
新潟市中央区鐙西 1-8-2

総合旅行業務取扱管理者　坪井久美子

□下越営業所
8:45 ～ 17:15
年末年始以外無休
〒 959-2637
胎内市長橋 125-1

総合旅行業務取扱管理者　坂上映太 

１ ２ ３乗車日前日（17:00受付終了）までに
Web又はお電話（0570-037154）

でお申し込みください。
（乗車する方全員の氏名・住所・電話番号・

年齢・性別をお知らせください）

乗車時に代金を
バススタッフへ

お支払いください。

バスに
乗車して

観光＆温泉へ
GO！

歴史が香る城下町し
ばたのシンボルで本
丸表門、旧二の丸隅櫓
が江戸時代より現存し
ています。平成 16 年
には、三階櫓と辰巳櫓
が復元されました。（冬
期間は外観見学のみ）

美しいフラン
ス様式の兵舎
に、新発田城
に関する資料
をはじめ、郷

♪金襴緞子の帯しめながら
･･･ 童謡「花嫁人形」の作
詞者でもあり、新発田が生
んだ天才抒情画家、蕗谷
虹児の大正ロマンあふれる

新発田城白壁兵舎

土部隊の資料、陸上自衛隊の活動写真
等が展示されています。海自カレーな
どここしかない話題のお土産も！

作品と、その生涯を伝える純粋無垢な異次元空間です。
ロシア正教会風の建物は昭和の名建築家、内井昭蔵の
設計で公共建築百選です。（休館日は外観見学のみ）

蕗谷虹児記念館

江戸時代初期から続いて
きた新潟でも有数な大地
主の一つ。明治初期造営
の風格ある大邸宅。今と
なっては珍しくなってし
まった、ゆがみガラスの窓
も見ることができます。

国の天然記念物「オオヒシクイ」
や希少植物「オニバス」を中心に
潟の動植物などを展示。また映像
展示室では、潟の動植物の生の映
像が見られるほか、全面ガラス張
りの 6 階からは、360 度の大パ
ノラマ展望が楽しめます。

市島邸 ビュー福島潟
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