
車内食事・
飲酒の禁止

検温の実施 マスク着用 手指の消毒

ワクチン接種済または PCR・抗原定性検査陰性 の方限定
① 新型コロナウイルスワクチン2回以上接種済2回目接種から14日以上経過、その他対象県の方はワクチン3回接種済

② 検査結果通知書「PCR 検査」はご出発日の3日以内、 「抗原定性検査」はご出発日の1日以内

③ 身分証明書（運転免許証、健康保険証など）

※当日は上記の①又は②いずれかの証明と③のご提示 が 全員分 必要となります。
※詳細は裏面をご確認ください。

＜十日町始発＞十日町7:20＝六日町IC7:50＝小出IC8:10＝小千谷IC8:40＝長岡IC8:50＝
長岡9:10＝今町9:50

弥彦神社[見]＝住吉屋(昼)＝にとこみえーる館[見]＝洗堰・魚道観察・・・
大河津分水資料館[見]＝角上魚類[休]＝ ＝各地（16:40～19:10）

＜旅行代金＞お一人様

9,500円
※大人小人同額

＜三条始発＞三条5:50＝燕三条6:00＝今町6:30＝長岡7:10＝長岡IC7:30＝小千谷IC7:40＝
小出IC8:10＝六日町IC8:30＝

<柏崎始発>柏崎5:40＝HW＝長岡IC6:10＝長岡6:30＝小千谷IC7:10＝十日町8:00＝六日町IC8:30＝

苗場プリンスホテル・・・苗場プリンス第2ゴンドラ山麓駅（見）+++山頂駅・・・
筍山山頂トレッキング[見](弁)＊往復約3.5km 約120分高低差270m 平均斜度12度・・・
Naeba天空テラス[見]・・・苗場プリンス第2ゴンドラ山頂駅+++山麓駅・・・
苗場プリンスホテル(ご入浴)＝魚野の里[休]＝ ＝各地（16:00～18:50）

＜出発日＞
三条始発 柏崎始発

375 7月18 8月10・27 376 7月19 8月11・21
＜出発日＞

7月15・20／8月19・28
9月15・19

十日町始発

685

＜十日町始発＞十日町7:50＝六日町IC8:20＝小出IC8:40＝小千谷IC9:10＝長岡IC9:20＝長岡9:40＝
＜柏崎始発＞柏崎8:00＝HW＝長岡IC8:30＝長岡8:50＝今町9:30＝三条10:00＝燕三条10:10＝

白山神社[見]＊1000個以上のカラフルな風鈴が彩る＝ﾋﾟｱbandai(昼)＝
信濃川ｳｫｰﾀｰｼｬﾄﾙ(見)朱鷺ﾒｯｾ～～新潟ふるさと村＝ｶｰﾌﾞﾄﾞｯﾁﾜｲﾅﾘｰ[休]＝

＝各地（17:00～19:20）

おかげ様で…ゴールデンツアー45周年～皆様とともに…感謝の45年～

2022年6月発行

＜三条始発＞三条6:40＝燕三条6:50＝今町7:20＝長岡8:00＝長岡IC8:20＝小千谷IC8:30＝
小出IC9:00＝六日町IC9:20＝

<柏崎始発>柏崎6:30＝HW＝長岡IC7:00＝長岡7:20＝小千谷IC8:00＝十日町8:50＝六日町IC9:20＝

浅間酒造観光センター（昼）＝白糸の滝[見]＝
旧軽井沢銀座[見]※2時間以上滞在！オシャレにぶらり旅♪＝ ＝各地（18:20～21:10）

＜旅行代金＞お一人様

23,900円
※小人4000円引き

＜出発日＞
三条始発

302 8月5・21 9月11・17・26 10月2・8・12
十日町始発

303 8月8・27 9月3・8・23 10月1・6・10

＜三条始発＞三条6:00＝燕三条6:10＝今町6:40＝長岡7:20＝長岡IC7:40＝HW＝柏崎8:00＝
＜十日町始発＞十日町5:30＝六日町IC6:00＝小出IC6:20＝小千谷IC6:50＝長岡7:30＝長岡IC7:50＝

立山あるぺん村(昼)＝立山駅++ｹｰﾌﾞﾙｶｰ(見)++美女平＝高原ﾊﾞｽ(見)＝
室堂平[見]＝ﾄﾛﾘｰﾊﾞｽ(見)＝大観峰[見]＝ﾛｰﾌﾟｳｪｲ(見)＝黒部平[見]++
ｹｰﾌﾞﾙｶｰ(見)++黒部ﾀﾞﾑ[見]＝関電電気ﾊﾞｽ(見)＝扇沢駅＝道の駅中条[休]＝

＝各地（20:10～22:40）

＜長岡始発＞長岡7:40＝長岡IC8:00＝HW＝柏崎IC8:20＝

源ますのすしミュージアム（昼）＝
世界遺産白川郷[見]＊約3時間半の滞在を予定しています＝ ＝各地（20:00～20：40）

＜出発日＞
7月11・14・16／8月11・19・22・27
9月5・18・23・29／10月10・24・27・29
11月3・4・6・7

＜旅行代金＞お一人様

11,500円

＜旅行代金＞お一人様

12,000円
※大人小人同額

＜出発日＞
三条始発 柏崎始発

265 7月10 8月22 9月26 266 7月27 8月28 9月11

＜旅行代金＞お一人様

12,600円
※大人小人同額

＜出発日＞
十日町始発 柏崎始発

294 7月9 295 7月3・14

＜旅行代金＞お一人様
旅行代金 お支払い実額

11,000円 6,000円
※小人旅行代金10,400円⇒お支払い実額5,400円

＜旅行代金＞お一人様

12,000円
※大人小人同額

＜三条始発＞三条6:30＝燕三条6:40＝今町7:10＝長岡7:50＝長岡IC8:10＝小千谷IC8:20＝
小出IC8:50＝六日町IC9:10

<柏崎始発>柏崎6:20＝HW＝長岡IC6:50＝長岡7:10＝小千谷IC7:50＝十日町8:40＝六日町IC9:10＝

伽羅苑[休]＊東洋のナイアガラ吹割の滝見学[見]＝中禅寺観光センター(昼)＝
華厳の滝[見]＊日本3名瀑の一つにもに数えられる大瀑布 エレベーター代はお客様負担です＝
湯滝[見]＊湯ノ湖から流れ落ちる迫力満点の滝＝原田農園[休]＝ ＝各地（18:00～20:50）

＜出発日＞
三条始発

332 7月15／8月10／9月25／10月15／11月3・11
柏崎始発

333 7月20／8月27／9月12／10月3・21／11月5

大河津分水イメージ

風鈴イメージ

筍山イメージ

室堂平イメージ

湯滝イメージ

白川郷イメージ

長岡始発

848

日帰り[朝]0[昼]1[夕]0 日帰り[朝]0[昼]弁[夕]0 添乗員付

日帰り[朝]0[昼]1[夕]0

日帰り[朝]0[昼]1[夕]0

[朝]0[昼]1[夕]0

日帰り[朝]0[昼]1[夕]0

日帰り[朝]0[昼]1[夕]0
添乗員付

新潟

新潟

群馬栃木

岐阜 富山長野

長野

新潟

アップルパイの
お土産付き♪

そして 3つの

ちょっぴり
プレゼント
付！

荒天時はツアーを急遽中止させていただく場合が
ございますので予めご了承ください。

＜出発日＞
三条始発

306 7月12・16 8月8・20 9月3・12
十日町始発

307 7月10・18 8月9・21 9月6・11

＜三条始発＞三条5:00＝燕三条5:10＝今町5:40＝長岡6:20＝長岡IC6:40＝柏崎7:10＝
<十日町始発>十日町5:00＝六日町IC5:30＝小出IC5:50＝小千谷IC6:20＝長岡6:50＝長岡IC7:10＝

上高地(昼)[見]＊ご昼食時間含め約3時間半滞在！＝ ＝各地（19:50～22:10）

＜旅行代金＞お一人様

14,900円 ※大人小人同額

上高地イメージ

長野

日帰り
[朝]0[昼]1[夕]0

指定座席への着席

※小人200円引き

©立山黒部アルペンルート
写真提供：

岐阜県白川村役場

写真提供：
岐阜県白川村役場

白川郷イメージ

アップルパイラボイメージ



■この旅行は、越後交通株式会社が旅行企画するもので、旅行条件は下

記によるほか旅行条件書及び観光庁認可の当社旅行業約款、特別補償規

定によります。約款は当社窓口に掲示、備え付けてあります。
■旅行のお申し込み方法等

・当社観光センター、各営業所、案内所にて当社所定の申込書にご記入

のうえ下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金又
は取消料若しくは違約料の一部として取扱います。旅行契約は申込金を

いただいた時に成立したものとします。

・電話、ファクシミリその他の通信手段による予約申し込みの場合はそ
の翌日から起算して3日以内に上記申し込み手続きをお願い致します。

この場合も申込金をいただいた時に旅行契約が成立したものとします。

■旅行代金の支払等
・申込金は、一人につき日帰りコース1,000円、1泊コース（日帰り夜行

含む）2,000円、2泊コース（車中泊含む）4,000円、以下３泊以上のコー

スは１泊増すごとに2,000円増しとなります。観劇・特別企画及び花火
（日帰り・1泊以上）、航空機利用及びクルーズコースは一人につき旅

行代金の20％になります。

・小人料金・幼児料金等の詳細につきましては窓口までお問い合わせ下
さい。

・乗り物・観光施設等利用のコースは学校教育法で定める年齢を基準と

した旅行代金となる場合があります。詳細につきましては窓口にお問合
せ下さい。

■取消料（お客様による旅行契約の解除 ）

お客様はいつでも右記の取消料を支払って旅行契約を解除することがで
きます。但し、取消しのご連絡は当社又はお申込み店の営業時間内にの

みお受けいたします。

■運行バス会社

越後交通株式会社又は南越後観光バス株式会社の運行となります。
■最少催行人員

各出発日とも20名。これに満たない場合、旅行を中止することがありま

す。但し、その場合旅行開始日の前日から起算し遡って13日目に当たる
日より前（日帰り旅行については3日目に当たる日より前迄）にご連絡

いたします。

■☆印コースについては、ガイドは同行いたしません。
■パンフレット中の[朝]1[昼]2[夕]1の表示は、その旅行中の食事回数が

朝食1回・昼食2回・夕食1回であることを表示したものです。

■添マークのついているコースは添乗員が同行致します。その他コース
は当社乗務員が必要なご案内を致します。

■25名以上の団体については設定日以外でもご相談に応じます。

■車種指定コースを除き20名に満たないときは、中型車運行になる場合
があります。

■特に記載のないコースは全て募集人員33名です。

■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した交通機関の運賃料金・宿泊料金・入場料金・食事

代・旅行傷害保険・消費税等。※但し上記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。
■旅行条件基準日

令和4年5月1日現在の運賃・料金を基準としています。

■当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
このパンフレットは、旅行業法第12条の4及び5による説明書面、

契約書面の一部になります。

●ゴールデンツアーお申込みのご案内● (募集型企画旅行用)
越後交通(株)
観光バス営業部

旅行企画
実施

(一社)全国旅行業協会正会員
(一社)日本旅行業協会協力会員
観光庁長官第1-1417号

総合旅行業務取扱管理者 西 泰央

パンフレットのコースに
記載されている
主な希望のご案内

＝：バス →：飛行機
～：船舶 …：徒歩
+++：列車

(朝)：朝食 (昼)：昼食
(夕)：夕食 (弁)：弁当
(見)：入場観光
[見]：下車観光
[窓]：車窓観光
[休]：休憩・ショッピング
(泊)：宿泊
[酒]：夕食時酒1本付

旅行代金の20％ お申し込み金額

7日目～2日目 旅行代金の30％ 同左

旅行代金の40％ 同左

旅行代金の50％ 同左

旅行代金の100％ 同左旅行開始後　または無連絡不参加

旅行開始日の当日(旅行開始前)

旅行開始日の前日

解　除　期　日
観劇(日帰り・宿泊)
及び日帰りコース

取 消 料

1泊以上コース
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～8日目
(日帰りコースは
10日前から)

パンフレットのコースに
記載されている
乗下車場所のご案内

三条 ＝越後交通(株)三条営業所
燕三条＝燕三条駅(燕口)
今町 ＝今町神社前
長岡 ＝長岡駅東口台町ﾊﾞｽ駐車場
小千谷＝越後交通(株)小千谷営業所
小出 ＝南越後観光ﾊﾞｽ(株)

小出営業所
六日町＝南越後観光ﾊﾞｽ(株)

六日町営業所
十日町＝越後交通(株)十日町営業所
柏崎 ＝越後交通(株)柏崎営業所

など

お申し込みは

本チラシ掲載のプランは新型コロナウイルスワクチン接種者・またはPCR・抗原定性検査陰性の方のみがご参加いただけます。
① 新型コロナウイルスワクチンの接種歴（新潟県民は2回目接種から14日以上経過、その他対象県の方はワクチン3回接種済/花火コースは全員3回）
接種済み証・接種記録書・アプリ等（原本以外に画像やコピー等の提示も可）

② 検査結果通知書：「PCR検査」はご出発日の3日前以内、 「抗原定性検査」はご出発日の1日前以内の検体採取は有効。
（コピーやメールまたはWeb回答画面の提示も可）

※検査費用はお客様ご負担です。※お客様ご自身でお近くの医療機関または検査機関にて受検ください。（市販の検査キット等を利用した自己判
断は不可）

※検査で陽性が判明した場合は当社から旅行契約を解除させていただきます。その際の取消料は頂きません。
※当日は上記の①又は②いずれかの証明と身分証明書のご提示が 全員分 必要となります。ご提示いただけない場合はご参加いただけません。
その際は、所定の取消料(ご旅行代金の50%)が発生いたしますのでご注意ください。

※12歳未満の方の場合、身分証明書のご提示のみでご参加いただけます。

大地の芸術祭
越後妻有アートトリエンナーレ2022

①北コース

②西コース

グループプラン
県民割対象！往復タクシー付き

個人宿泊プラン

右記の料金は下記条件で計算しております

■ご利用地域(発着地)長岡市内(長岡駅より5km以内)
■基本行程
お客様指定場所⇒各施設（食事）⇒お客様指定場所
（お客様指定箇所は１か所）

■運行タクシー会社 カンコータクシー
又は同等 普通車タクシー１台

☆5kmを超える地域、乗車場所複数、5名以上のご希望は
料金を再見積もりいたします。 ご気軽にお問い合わせください！

寿司・和風料理 米八
2時間飲み放題付

6,000円メニュー

海宝丸、朔、ESTA GOSTOSA、和泉屋etc・・・
その他対象施設は専用チラシをご覧下さい！

（一例）

■食事 １回
■最少催行人員 ２名様
■添乗員同行いたしません

「使っ得！新潟県民キャンペーン」対象ツアーについて

左記のマークがついたツアーは「使っ得！にいがた県民割キャンペーン」対象ツアーです。（うち7月14日出発分までが割引対象。）
新潟県・山形県・福島県・群馬県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・岐阜県・愛知県・三重県に在住の方が対象となります。
（石川県・三重県に在住の方は、日帰り旅行は対象外となります。）

割引額の受領について、新潟県からの給付はお客様に対して支給されますが、当社および「使っ得！にいがた県民割キャンペーン」事務局が割引額
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、旅行代金に対する割引額を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。尚、
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、当社および「使っ得！にいがた県民割キャンペーン」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＞

12,500円
大人
小人
同額

お一人様

№12 三条始発 7月14・22／8月4・25／9月8・16№13柏崎始発 7月15・21／8月18／9月1・15

№10 三条始発 8月8・21・27・29／9月2№11柏崎始発 8月19・22・25・28
＜三条始発＞三条6:30＝燕三条6:40＝今町7:10＝長岡7:50＝長岡IC8:10＝小千谷IC8:20＝

小出IC8:50＝六日町9:10＝十日町9:40＝
＜柏崎始発＞柏崎6:50＝長岡IC7:20＝長岡7:40＝小千谷IC8:20＝小出IC8:50＝六日町9:10＝

十日町9:40＝

妻有田中文男文庫[見]＝十日町市利雪親雪総合センター[見]＝
ﾅｶｺﾞｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ[見]＝小嶋屋総本店又はつまり食堂（昼）＝あめのうた[見]＝
絵本と木の実の美術館[見]＝越後妻有里山現代美術館MonET[見]＝

＝各地（15:40～18:50）

＜三条始発＞三条6:00＝燕三条6:10＝今町6:40＝長岡7:20＝長岡IC7:40＝小千谷7:50＝小出IC8:20＝六日町IC8:40＝湯沢9:00＝
<柏崎始発>柏崎6:20＝長岡IC6:50＝長岡7:10＝小千谷IC7:50＝小出IC8:20＝六日町IC8:40＝湯沢9:00＝

清津峡（見）＝名代生そば由屋（昼）＝絵本と木の実の美術館[見]＝手をたずさえる塔[見]＝脱皮する家[見]＝
奴奈川キャンパス（見）＝ ＝各地（16:30～19:30）

※作品鑑賞パスポートが別途必要です。※定員19名様(中型バス運行）

＜旅行代金＞お一人様
旅行代金 お支払い実額

13,900円 8,900円
大人
小人
同額

7/14は県民割適用！

参加人数 旅行代金 使っ得割引 お支払い実額 地域クーポン券

2名様 10,800円 △5,000円 5,800円

3名様 9,600円 △4,800円 4,800円

4名様 9,100円 △4,500円 4,600円

大人お1人様あたり

お1人様

2,000
　円分付


