
 
 
 
報道各位 

 

今年は東区を飛び出します！ 工場夜景バスツアーの開催について 

 

 東区の魅力再発見と区民の誇りづくりのため、工場夜景をはじめとした地域資源・産業

資源をめぐるバスツアーを今年度も実施します。 

 今年で 10 年目の節目を迎え、新潟空港でのお仕事体験や、東区を飛び出して古町芸妓の

舞の鑑賞をコースに盛り込むなど、より充実したツアーとなっております。 

 つきましては、より多くの皆様に周知するため、広報・取材にご協力くださいますよう 

お願いいたします。 

 

１ 開催日時  第１回 令和４年 10 月 １日（土）13 時 35 分～19 時 25 分 

        第２回 令和４年 10 月 18 日（火）13 時 30 分～20 時 00 分 

        第３回 令和４年 10 月 28 日（金）13 時 45 分～19 時 50 分 

                ※各回とも、20 分前より受付を行います。 

 

２ 場  所    新潟駅南口または東区役所 

（乗降車地） ・新 潟 駅（中央区花園１丁目１） 

・東区役所（東区下木戸１丁目４番１号） 

 

３ 定  員  各回 40 名 

 

４ 参 加 費  各回 5,000 円（夕食代金含む） 

 

５ 内  容  第１回 民間航空会社(ヘリコプター見学)、新潟空

港(特殊車両見学・お仕事体験) など 

        第２回 古町芸妓の舞鑑賞、旧齋藤家別邸見学など 

        第３回 印刷工場見学、観光バス洗車体験、アロマ

ジェルディフューザー制作体験など 
 
※新型コロナウイルス感染予防のため、バス車内の換気や乗車時の検温など

各種対策を実施するほか、参加者を新型コロナワクチン接種者または事前

の検査により陰性と認められる方に限定してツアーを催行します。 

【問い合わせ先】 新潟市東区役所地域課長 澤田  

電話 ： 025-250-2170  FAX ： 025-271-8131 Mail ： chiiki.e@city.niigata.lg.jp 

新 潟 市 報 道 資 料 

令和４年８月８日  

ツアーの様子（通船川沿い工場夜景） 

（詳細は、別添

チラシをご

覧ください） 

アロマジェルディフュ

ーザー（イメージ） 

mailto:chiiki.e@city.niigata.lg.jp


コース№271-45
第1回

5,000円

１０月１日（土）

日帰り
＜大・小人同額＞

新潟駅南口（13：35）－東区役所（13：50着/14：05発）－中日本航空（株）▼（ヘ
リコプター見学）－新潟空港★（空港特別見学・オリジナル弁当「空弁」のご夕
食)－通船川鴎橋付近▼（工場夜景見学）－東区役所（19：10）－新潟駅南口
（19：25） □□弁

抽 選 制…ご当選の方へは当社よりご連絡をいたします。抽選にもれた方へのご連絡はいたしませんので、
あらかじめご了承願います。

申込人数制限…出発日毎に1回4名様までといたします。
●お申し込みは、来店、お電話、メールからお願いいたします。
Eメール：yakei@niigata-kotsu.co.jp 工場夜景専用アドレス

※件名を希望コース（回）又は日時及び東区ツアーとし、本文に参加希望者全員の氏名（ふりがな）・年齢・住所・
電話番号をご入力ください。折り返しの確認メールが遅れて届く場合がございます。

企画︓新潟市東区役所 地域課

︕ ご確認ください 裏⾯にツアー参加の注意事項を記載しております。
必ずご確認の上、お申し込みください。

ヘリコプターと新潟空港特別⾒学編
抽選日

9月7日(水)

人気のバスツアー！今年は３回実施！

通船川鴎橋付近の工場夜景（イメージ）

検温・体調管理の徹底に
ご協力ください

マスク着用に
ご協力ください

バス車内飲酒・食事は禁止
会話はお控えくださいツアー関係者の

体調管理の徹底・マスク着用
バス・利用施設

消毒実施・消毒液完備

バス・各施設の
換気徹底

※感染予防の観点から発熱の症状がみられる場合、
ツアー参加をお断りする場合がございます。

お客様の体調管理の徹底もお願いいたします。

〜 お客様へお願い〜
※今後の状況により変更となる場合がございます。

※ツアー中は咳エチケットの励行及び手洗い･手指の
消毒にご協力をお願いいたします。

【新型コロナウイルス感染症に関するくれよんの取り組み】

※スマートフォンを利用されている方は、接触確認アプリ
のご利用をお願いいたします。※乗務員は、バス車内では進行方向着席にてご案内させていただきます。

お問い合わせ・お申し込みは・・・
【営業時間】10︓00〜17︓00 ※店舗のみ⽔曜定休
くれよん万代 ＴＥＬ025-241-1116お問い合わせ・お申し込みは・・・

ヘリコプター（イメージ）

申込期間
８月15日(月)〜9月2日(⾦)まで

※申込期間前および終了後のお申し込みは無効といたします。

抽選制定員

各回４０名

※ご夕食は17：30頃の早めのお時間となります。

mailto:yakei@niigata-kotsu.co.jp


コース№273-45
第3回

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業 第２８９号 日本旅行業協会正会員／ボンド保証会員
旅行業公正取引協議会 会員
新潟市中央区万代１丁目６番１号 総合旅行業務取扱管理者／森田 健

◎個人情報のお取り扱いについて

新潟交通株式会社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡の為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受領の為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、弊社ではこの度の旅行に際し弊社及び弊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をお届けする為、また旅行参加後のご意見

やご感想の提供及びアンケートのお願いの為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。

●お申し込みのご案内（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し込みください。
この旅行は新潟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長官認可の当社旅行業約款・特別補償規定によりま
す。約款は当社営業所に掲示、備付けてあります。

●お申し込みは、電話での予約も承ります。当社が予約の承諾をする旨を通知した日から３日目までに、別表の申し込み金をお納めください。（申し込み金は旅行
代金又は、解約手数料の一部として取り扱います。）お客様から当該期間内に申し込み金の提出がない時は当社は予約がなかったものとして取り扱います。尚、
残金は旅行開始日から起算してさかのぼって２１日目に当たる日より前にお支払いください。
●途中解約手数料－お客様のご都合でお申し込みを取消される場合は、別表の途中解約手数料を申し請けます。
●旅行代金には、旅行日程に明示した交通費・宿泊費・食事代・見学料及び消費税等を含みます。
●行程中の「自由食」及び「食事持参」は、各自負担となっております。
●最少催行人員：10名
●当ツアーには、添乗員が同行いたします。
●当ツアーは新潟交通観光バス（株）にて運行いたします。
●免責事項－次の場合、当社では賠償の責を負いません。天災地変・同盟罷業など不可抗力、盗難、傷害、疫病などでお客様の法令または公序良俗に反する
行為、運輸、宿泊関係機関など当社以外の責、以上それぞれの事由により生じた損害。
●特別補償規定－当社は法令に基づく責任の有無にかかわりなく、規定による一定の損害について一定額の補償金及び見舞金を支払います。
●各コース共定員になり次第締切らせていただきます。
●旅程保証などこの他の事項につきましては、観光庁認可の当社旅行業約款によります。

※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り引きに関す
る責任者です。この旅行契約に関し、担当者からのご説明にご不明な点があればご遠
慮なく取扱管理者にお訊ね下さい。

当パンフレットは2022年8月1日を基準としておりますが、運輸機

関のスケジュール、運賃等変更により日程及び旅行代金を変更
することがございます。あらかじめご了承願います。

●お問合せ・お申込みは

コース区分 申し込み金
途 中 解 約 手 数 料 （旅行日の前日から起算して）

１０日前～６日前 ５日前～２日前 出発日前日 出発日当日 旅行開始後の解除

日帰りコース ５００円 旅行代金の２０％ 旅行代金の３０％ 旅行代金の４０％ 旅行代金の５０％ 旅行代金の１００％

１０月２８日（金）

日帰り
＜大・小人同額＞

新潟駅南口（13：45）－東区役所（14：00着/14：15発）－ ㈱博進堂▼（工場見
学）－新潟交通観光バス（株）▼（洗車機体験）－アロマ・ハート★（アロマジェ
ルディフューザーづくり体験）－割烹 内田（夕食）－通船川鴎橋付近▼（工場
夜景見学）－東区役所（19：35）－新潟駅南口（19：50） □□夕

●お申し込みについて
お申込者が定員数より多い場合は抽選となります。当選の方へ、当社よりお電話にてご連絡
いたします。抽選にもれてしまった方へのご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承願い
ます。ご確認の上お申し込み下さい。
又、参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・住所・電話番号（当日連絡が取れる携帯番号）を
必ずお知らせください。お申し込みは出発日毎に1回4名様までとします。重複してお申し込み
があった場合の当選は無効といたします。メールでお申し込みの場合も必要事項をご記入
ください。申込期間外のお申し込みは無効といたします。
お問い合わせは電話にてお願いいたします。

●工場夜景ツアーについて

ツアーは雨天でも実施いたします。安全面
など考慮の上で行程及び時間の変更をお
願いする場合がございます。18歳未満の方

の参加は必ず保護者の同伴をお願いいた
します。バスの座席は指定席となります。座
席希望は承れませんのであらかじめご了承
願います。明かりの少ない場所が含まれる
ため、足元を照らす懐中電灯等をご用意く
ださい。
●その他

アンケート調査票のご記入をお願いいたし
ます。乳幼児のお子様がいる場合は事前に
ご連絡をお願いいたします。

︕ ご確認ください

5,000円

（株）博進堂（イメージ）

【営業時間】10︓00〜17︓00 ※店舗のみ⽔曜定休

くれよん万代 ＴＥＬ025-241-1116
お問い合わせ・お申し込みは・・・

抽選日
９月28日(水)

申込期間
９月5日(月)〜９月26日(月)まで

※申込期間前および終了後のお申し込みは無効といたします。

コースに記載されている記号の内容 ▼：下車観光 ★：入場観光 夕：夕食 □：食事なし 弁：弁当 ―：バス

コース№272-45
第2回 １０月１８日（火）

東区役所（13：30）－新潟駅南口（13：45着/14：00発）－燕喜館★（新潟
古町芸妓の舞鑑賞）－旧齋藤家別邸★（見学）－越後茶屋 松崎店(夕
食)－通船川鴎橋付近▼（工場夜景見学）－東区役所（19：45）－新潟駅
南口（20：00） □□夕

5,000円

古町芸妓の舞鑑賞と
旧齋藤家別邸⾒学編
申込期間

9月5日(月)〜9月26日(月)まで
※申込期間前および終了後のお申し込みは無効といたします。

抽選日
9月28日(水)

日帰り
＜大・小人同額＞

新潟古町芸妓（イメージ）

印刷⼯場と観光バス洗⾞機
・ものづくり体験編

※行程を入れ替えてご案内する場合がございます。

アロマジェルディフューザー（イメージ）


