
天皇陛下御即位記念
第34回国民文化祭・にいがた2019

第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会

吟行会ツアー参加および新潟市内のご宿泊について、（株）近畿日本ツーリスト関東（国民文化
祭・全国障害者芸術・文化祭トラベルセンター）が取りまとめを致します。
どうぞご利用くださいますようお願い申し上げます。

ご参加者さま｜吟行会・宿泊プランのご案内について

■お申込み方法

お申込みは、中面・申込書をご記入ください。

連絡先、宿泊日、宿泊者名等の必要事項をすべてご記入のうえ、FAXまたは郵送にてお申し込みください。

■お支払方法

旅行代金は前払いとなっております。宿泊手配確認書、請求書が届きましたら、指定期日までにお振込みください。

なお、振込手数料はお客様のご負担となりますので、予めご了承ください。

■予約の変更・取消

追加・取消等の連絡は必ず書面にてご連絡ください。

電話での予約は承っておりません。必ずFAXまたは郵送をお願いします。また、ホテルへ直接電話等での変更・取消は混乱が生じる

可能性がありますので、ご遠慮ください。

休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。変更・取消による返金は、

連句の祭典終了後に下記取消料を差し引いてお振込みいたします。

■宿泊施設のご案内

中面宿泊ホテル一覧をご覧ください。

●宿泊日／2019年11月1日（金）、11月2日（土）、11月3日（日）

●お部屋はバス・トイレ付き洋室シングル（1名1室）、ツイン（2名1室）をご用意しております。

先着順にて受付致しますので、希望ホテルが満室の場合にはご容赦ください。（第３希望までお知らせ下さい。）

●旅行代金は、お1人様1泊朝食付きです。夕食は含まれておりません。

●禁煙・喫煙部屋のご希望は承りますが、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

●申込締切日は2019年9月2日（月）です。先着順にて宿泊先を決定し、宿泊確認証をFAXまたはメールまたは郵送にてお送り

いたします。

●ホテルでの朝食が不要になった場合、朝食代の払い戻しはいたしません。

●ホテルの駐車場確保については正式な利用施設が決定後、お客様ご自身にてご連絡・ご手配をお願いいたします。

なお、事前に駐車場予約をお受けしていないホテルもございますので、あらかじめご了承ください。

■吟行会ツアー・宿泊プラン取消料（募集型企画旅行）

※当社に対し、出発当日の12時までにご連絡がなく宿泊されなかった場合、無連絡不参加として扱わせていただきます。

取消日
旅行開始日の前日から起算して

前日
旅行開始日の当日

（旅行開始前）

旅行開始後及び

無連絡参加（※）20日～8日前 7日～前々日

取消料率 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％

お申込・お問い合わせ先

国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭トラベルセンター

（㈱近畿日本ツーリスト関東新潟支店内）

TEL（025）241-6161 FAX（025）247-1211 担当：高橋、伊坂
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代4-4-27 NBF新潟テレコムビル5階営業時間：平日9：00～17：45（土日祝休み）



連句の祭典・吟行会
～豪農の館(市島邸)と新発田城址散策(蕗谷虹児記念館の見学を含む)～

行程 食事

集合場所：新潟駅南口貸切バス乗り場（プラーカ１前）
集合時間：13時00分

新潟駅＝＝＝＝＝◎越後最大の千町歩地主の邸宅「市島邸」＝＝＝＝＝
13:30 14:00 14:40

＝＝◎蕗谷虹児記念館・新発田城＝＝＝＝＝◎市島酒造＝＝＝＝＝新潟駅
15:00 16:00 16:10 16:40 17:15

朝：×

昼：×

夕：×

天皇陛下御即位記念
第３４回国民文化祭・にいがた２０１９

第１９回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会

新潟駅発着

ご旅行期間：2019年11月2日（土）
ご旅行代金：お一人様5,000円（税込）
※最少催行人員：30名バスガイドがご案内いたします。
※旅行代金に含まれるもの
①貸切バス代、②バスガイド代、③拝観入場料（市島邸、蕗谷虹児記念館）、
④日帰り旅行傷害保険、⑤添乗員経費

Aコース

募集定員：80名様

※行程は変更になる場合があります。

※写真はイメージです。

ご参加者さま｜吟行会ツアーのご案内について

越後最大の千町歩地主の邸宅「市島邸」 新発田城

市島酒造蕗谷虹児記念館



行程 食事

集合場所：新潟駅万代口観光循環バス乗り場２番前
集合時間：12時15分

新潟駅＝＝北方文化博物館新潟分館（會津八一終焉の地）・旧齋藤家別邸（豪商の迎賓館）・地獄極楽小路
12:3013:00 14:20頃

＝＝＝＝北前船の時代館…… 旧新潟税関庁舎（新潟歴史博物館）＝＝＝＝新潟駅
14:30頃 16:40頃 17:00頃

朝：×

昼：×

夕：×

※発着時刻は循環バスの時刻表改正（2019年7月頃）があるため、時間が変
更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

新潟駅発着

ご旅行期間：2019年11月2日（土）

ご旅行代金：お一人あたり3,500円（税込）
※最少催行人員：10名シティガイドがご案内いたします。
※旅行代金に含まれるもの
①循環バス代、②拝観入場料（北方文化博物館新潟分館、旧齋藤家別邸、北前船の
時代館・歴史博物館）、③日帰り旅行傷害保険、④添乗員経費、
⑤シティガイド代

Bコース

募集定員：20名様

連句の祭典・吟行会
～港町新潟市内循環バスツアー～

ご参加者さま｜吟行会ツアーのご案内について

北方文化博物館新潟分館（會津八一終焉の地）

旧新潟税関庁舎（新潟歴史博物館）

旧齋藤家別邸（豪商の迎賓館）

北前船の時代館（旧小澤家住宅）

天皇陛下御即位記念
第３４回国民文化祭・にいがた２０１９

第１９回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会



行程 食事

集合場所：新潟駅万代口観光案内センター前
集合時間：13時30分

新潟駅・・・・・・・◎今代司酒造・峰村醸造（味噌蔵）・沼垂ビール・・・・・・・新潟駅
14:00 14:30 15:30 16:00

朝：×

昼：×

夕：×

今代司酒造（酒蔵）

峰村醸造（味噌蔵） 沼垂ビール

新潟駅発着

ご旅行期間：2019年11月2日（土）
ご旅行代金：お一人様1,500円（税込）
※最少催行人員：10名シティガイドがご案内いたします。
※旅行代金に含まれるもの
①シティガイド代、②日帰り旅行傷害保険、③添乗員経費
※旅行代金に含まれないもの
今代司の試飲代

Cコース

募集定員：20名様

※行程は変更になる場合があります。

※写真はイメージです。

連句の祭典・吟行会
～新潟の酒蔵・味噌蔵てくてくガイドツアー～

ご参加者さま｜吟行会ツアーのご案内について

天皇陛下御即位記念
第３４回国民文化祭・にいがた２０１９

第１９回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会



ホテル名 申込番号
部屋タイ
プ

旅行代金
お一人あたり
1泊朝食付・税込

TEL
住所

最寄駅

新潟第一ホテル ① シングル 7,500円 025-243-1111
新潟市中央区花園1-3-12

新潟駅
徒歩1分

新潟東映ホテル ② シングル 8,000円 025-244-7101
新潟市中央区弁天2-1-6

新潟駅
徒歩5分

アートホテル新潟駅前
※11/2のみ設定

③Ａ シングル 15,000円
025-240-2111
新潟市中央区笹口1-1

新潟駅
徒歩1分

③Ｂ ツイン 14,000円

新潟グランドホテル ④ シングル 9,000円
025-228-6111

新潟市中央区下大川前通
3-2230

新潟駅
車で5分

ホテルサンルート新潟 ⑤ シングル 11,000円 025-246-6161
新潟市中央区東大通1-11-25

新潟駅
徒歩3分

万代シルバーホテル ⑥ シングル 9,900円 025-243-3711
新潟市中央区万代1-3-30

新潟駅
徒歩7分

ホテルオークラ新潟 ⑦ シングル 13,000円 025-224-6111
新潟市中央区川端町6-53

新潟駅
車で5分

ホテルプラン日程 行程

1日目 1日目 各地・・・・・各自・・・・・ホテル【各自でチェックイン】

2日目 1日目各地または前泊地・・・・・各自・・・・・ホテル

3日目 2日目 2日目ホテル【各自でチェックアウト】・・・・・各自・・・・・各地

※ホテルの場所は裏面の「ホテル位置図」にてご確認ください。
※最寄駅・会場までの所要時間は、交通事情・経路等で異なる場合があります。
●お申込みの記入は、上記の「申込番号（①～⑦ＡＢ）」で、必ず第３希望までご記入ください。
●禁煙・喫煙ルームのご希望は承りますが、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
●添乗員は同行しません。お客様各自でチェックイン・チェックアウトを行っていただきます。

ご参加者さま｜宿泊プランのご案内について

宿泊プラン日程表

■申込方法
(1)申込書にご記入の上、ファックスください。
(2)請求書をお送りいたしますので、期日までにお振込みください。

振込口座：第四銀行新潟駅前支店（普）１９８１８３０
（株）近畿日本ツーリスト関東新潟支店

天皇陛下御即位記念
第３４回国民文化祭・にいがた２０１９

第１９回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会



④新潟グランドホテル
⑦ホテルオークラ新潟

①新潟第一ホテル
②新潟東映ホテル
③アートホテル新潟駅前
⑤ホテルサンルート新潟
⑥万代シルバーホテル

ご案内お申込みの際には詳しい国内募集型企画旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容を事前にご確認のうえお申込みください。

１．募集型企画旅行約款
①この旅行は（株）近畿日本ツーリスト関東（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、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。こ
の条件書に定めのない事項は当社募集型企画旅行業約款によります。当社募集型企画旅行業約款をご希望
の方は、当社にご請求下さい。この書面は旅行業法第12条の４による旅行取引条件書です。また、旅行契約
が成立した場合は、旅行業法12条の5により交付する契約書面の一部になります。
②当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に
関するサービス（以下「旅行サービス」という）の提供を受けることができるよう手配し、旅程を管理することを引
き受けます。
２．旅行のお申し込み／当杜所定の旅行申込書に所定の事項を記入してお申し込みください。宿泊ホテル決
定後に確認書・請求書をお送りしますので、指定期日までにお振込みください。旅行契約は当杜が入金を確
認できた時に成立するものとします。
３．最少催行人員／1名
４．旅行代金に含まれているもの／①宿泊代金②食事代金（朝食１回）
５．旅行代金に含まれないもの／上記以外は料金に含まれませんが、参加にあたって通常必要となる費用を
例示します。
①個人的性格の費用：飲食代、クリーニング代、電話代等②傷害、疾病に関する医療費③任意の旅行傷
害保険④駐車代金
６．取消料／お申込の後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお一人につき次
の取消料をお支払いいただきます。またお客様のご都合により、途中で離団された場合は、お客様の権利
放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。

※当社に対し、宿泊当日の12時までにご連絡がなく宿泊されなかった場合、無連絡不参加として扱わせてい
ただきます。

７．旅行内容･旅行代金の変更／天災地変、運送、宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得な
い事由で、また運送機関の運賃・料金の大幅な改定により旅行内容・旅行代金を変更する場合があります。尚
お客様のお申し出により旅行内容の変更がある場合は別途所要経費をいただきます。また運送・宿泊機関の
利用人員により旅行代金が異なる場合、お客様の都合で利用人員が変更になったときは旅行代金を変更する
ことがあります。

８．特別補償／国内募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中
に急激かつ外来の事故により、生命、身体又は荷物に被られた一定の損害については予め定める額の補
償金及び見舞金を支払います。
９．当社の責任／当社は故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償します。ただし、損
害発生日から2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。手荷物について生じた損害について
は、同項の規定にかかわらず、損害発生日から15日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1
人15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。(注：天変地異、戦乱、
暴動、運送・宿泊機関の事故・火災による旅行日程の変更・中止、運送機関の遅延、欠航、スケジュール変
更、食中毒、自由行動中の事故、盗難、官公署の命令又は伝染病による隔離は該当しません。）
10．お客様の責任／お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を
被った時にはお客様へ損害の賠償を申し受けます。
11．旅程保証／当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は旅行代金に一定の率を乗じた変
更補償金を支払います。
12．確定書面の交付／当社は旅行開始日の7日前までに最終日程表（確定書面）を交付致します。
13．その他
①当社はいかなる場合でも旅行の再実施は致しません。
②この旅行条件は、2019年5月31日（金）現在を基準としております。
14.個人情報の取扱について
①当社およびご旅行をお申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、お客さまとの連絡や運送･宿泊機関等の手配のために利用させていただく
ほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該
機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、お客さまのお名前および
搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。
お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。
②当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご
連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。当社グループ企業
および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。／住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、
性別、商品購入履歴、メールアドレス
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、当社の店頭またはホームページでご
確認ください。

管理番号：0125-19-06-0002

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関して担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者におたずね下さい。

国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭トラベルセンター係
担当：高橋、伊坂TEL.：025-241-6161 FAX：.025-247-1211

旅行企画・実施／お申込み、お問い合わせ

営業日・営業時間月～金9:30～17:30（土日・祝日休）
※休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。

株式会社近畿日本ツーリスト関東新潟支店
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代

4-4-27NBF新潟テレコムビル5階

観光庁長官登録旅行業第2052号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会会員 総合旅行業務取扱管理者／舩久保紀子

杉本理

取消日
旅行開始日の前日から起算して

前日
旅行開始日の当日

（旅行開始前）

旅行開始後及び

無連絡参加（※）20日～8日前 7日～前々日

取消料率 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％

連句の祭典｜会場・ホテル位置



【申込締切日】

2019年9月2日（月）

近畿日本ツーリスト関東使用欄（記入不要です）

新規
変

更

変更日

／ （ ）

団体名

連絡先

TEL

フリガナ

ご担当者様

氏名

FAX

携帯

書類

送付先

〒

第1希望

申込番号

第2希望

申込番号

第3希望

申込番号
車両の有無 有（ 台：車種 ）・無

No 申込者氏名 性別

宿泊希望日

部屋タイプ 同室者名
喫煙
有無

吟行会
ツアー11/1

（金）
11/2
（土）

11/3
（日）

（例）

ニイガタタロウ 男・女 ○ シングル・ ツイン ニイガタハナコ × Ａ・Ｂ・Ｃ

ニイガタハナコ 男・女 ○ シングル・ ツイン ニイガタタロウ × Ａ・Ｂ・Ｃ

1 男・女 シングル・ ツイン Ａ・Ｂ・Ｃ

2 男・女 シングル・ ツイン Ａ・Ｂ・Ｃ

3 男・女 シングル・ ツイン Ａ・Ｂ・Ｃ

4 男・女 シングル・ ツイン Ａ・Ｂ・Ｃ

5 男・女 シングル・ ツイン Ａ・Ｂ・Ｃ

6 男・女 シングル・ ツイン Ａ・Ｂ・Ｃ

7 男・女 シングル・ ツイン Ａ・Ｂ・Ｃ

8 男・女 シングル・ ツイン Ａ・Ｂ・Ｃ

9 男・女 シングル・ ツイン Ａ・Ｂ・Ｃ

10 男・女 シングル・ ツイン Ａ・Ｂ・Ｃ

※欄が不足する場合はコピーしてご利用下さい。

※その他ご要望がございましたらご記入下さい。

郵送によるお申込みの場合の送付先

㈱近畿日本ツーリスト関東新潟支店国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭トラベルセンター係宛
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代4-4-27 NBF新潟テレコムビル5階

FAX送信先：025-247-1211
㈱近畿日本ツーリスト関東新潟支店国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭トラベルセンター係宛
天皇陛下御即位記念第34回国民文化祭・にいがた2019／第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会

連句の祭典
【吟行会・宿泊プラン申込書】

パンフレットに記載の旅行条件に同意します。また、旅行手配やお買物の便宜等のために必要な範囲内で運送・宿泊機関、保
険会社等へ個人情報の提供について同意のうえ、以下の旅行に申し込みます。


