
 

 (会員でない方もご参加できます) 

 

自然と文化と食の島  トキが生息する佐渡島 米どころ酒どころ 

 

１ 

大湊駅(6:24) ―― 三沢駅(6:28) ― ┒    はやぶさ１４号①  昼食はお弁当を準備します  とき３１９号② 

新青森駅(8:27) ―― 七戸十和田駅(8:52) ―― 八戸駅(9:05) ―― 盛岡駅(9:41)――― 大宮駅 ――― (13:48)新潟駅 ==== 

新潟港(14:50) ジェットフォイルで佐渡へ～～～ (15:57) 佐渡両津港 ===== (16:30)ホテル(両津温泉) 夕食は地元食材の和食膳 

朝× 

昼弁 

夕○ 

 

２ 

ホテル(9:00) ===== 妙宣寺(日蓮の弟子の建立 県内唯一の五重塔) ===== 佐渡歴史伝説館(日蓮や世阿弥など佐渡に流罪とな

った偉人をロボットで紹介) ==== 夫婦岩(夫婦和合の象徴 海鮮定食の昼食) ==== 尖閣湾遊覧船(海岸景勝地尖閣湾を海底透

視船でめぐります) ===== 佐渡金山(佐渡一番人気の観光施設です) ==== (16:30)ホテル(佐渡相川温泉)  夕食は海の幸海鮮膳 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

 

 

３ 

 

ホテル(9:00) ==== 真野鶴酒造酒蔵(米どころ佐渡はお酒も美味しい お土産をどうぞ) ==== トキの森公園(トキをまじかに見ること

ができますよ) ==== 両津ターミナル(出港までお土産を) ジェットフォイルで快適海の旅 昼食はお弁当を用意(1240) ～～～～ 

(14:22) === 新潟駅(16:09) 乗車前のショッピングと夕食用のお弁当を購入下さい ―― ＭＡＸとき３３２号③ ―― 大宮駅(17:46) 

 ―― はやぶさ３９号④ ―― (19:37)盛岡駅 ――(20:13)八戸駅 ――― (20:25)七戸十和田駅 ――― （20:42）新青森駅   

 列車名横の○内の数字は指定席の発行数です             └ ――― (20:51)三沢駅 ――― (22:24)大湊駅 

 

朝○ 

昼弁 

夕× 

４  大人の休日クラブパスは４日間有効です。 ご希望により３日目のホテル手配いたします。 その場合４日目は各自お帰り下さい 

   写真はすべてイメージです。     バスガイドは乗車しませんが添乗員が同行します。      利用予定バス会社 吉田交通 

旅 行 日  １１月２６日(木)～１１月２８日(土)        佐渡金山(イメージ)             妙宣寺(イメージ) 
宿泊ホテル  佐渡加茂湖温泉 湖畔の宿 吉田家 (和室１室１名～４名)   
          佐渡相川温泉 佐渡リゾートホテル吾妻 (和室１室１名～４名)  

旅行代金 お一人様(１室２名～３名利用料金) 円 

旅行代金(Ａ)７２,８００円  旅行代金への支援額(Ｂ)２５,４００円  地域共通クーポン１１,０００円  お支払実額(A-B)４７,４００円 

上記旅行代金にはＪＲ代(大人の休日倶楽部パスの代金が含まれておりません。 近くのＪＲ駅で１５,２７０円の乗り放題パスを購入してください 

  大人の休日倶楽部パス会員でない方は差額追加でご参加いただけます。キップは当社でも準備できます。 おもな駅の差額料金は次の通りです。 

八戸駅発着４３,８２０円、 七戸十和田駅発着４４,４２０円、 三沢駅発着４５,０００円、 大湊線発着４７,７４０円、 盛岡駅発着４１,４４０円各増しとなります。 

＊ ホテルの部屋を４名１室利用希望の方は２泊で＠２,０００円引きとなります。 

＊ １名１室利用希望の方は２泊で＠１５,４００円増しとなります。 

＊ お一人様で参加の方はで＠１５,４００円増しで１名１室利用となります。 

最少催行人員１０名  最終申込締切日１１月１１日 (利用新幹線が満席になり次第募集終了となります) 
 
大人の休日倶楽部パス会員の方へのご案内                             伝説歴史館 日蓮(イメージ) 

ツアーの旅行代金について                                            

     チラシに記載している各コースの旅行代金には大人の休日倶楽部パスの代金を含んでいません。   

各コースに提示してある旅行代金に大人の休日倶楽部パス東日本代金＠１５,２７０円を加算してください。 

休日倶楽部パス(キップ)購入について 
      ＪＲ新幹線、在来特急の列車名や座席の指定につきましては旅行申込みのお客様に当社よりご案内をいたします。 

  当社より案内した大人の休日倶楽部パスのキップの購入やお支払い、座席指定券はお客様自身にて駅窓口等で行っていただきます。 

新幹線の乗車駅について 
新幹線への乗下車駅はお客様のご希望で新青森駅、七戸十和田駅、八戸駅、盛岡駅、大湊線・青い森鉄道各駅となります。  

旅行申し込み時に新幹線(列車)乗車駅をお知らせ下さい。 

旅行の申込締切日について 
    大人の休日倶楽部パスが発売となる日(旅行の１ケ月前)が第一次の旅行締切日となります。(申込みはお早目に)  

発売日以降はパスならびに指定席が確保された場合のみ第二次受付として旅行申込を受けたまわります。 

指定券が満席になりましたら受付は終了となります。 

取消料について 
  当社のツアー旅行代金部分につきましてはチラシ裏面に記載している旅行条件書取消料規定となります。 

     大人の休日パスの取消料の規定はＪＲ東日本の大人の休日倶楽部パス規約の通りとなります。 

大人の休日俱楽部会員でない方も旅行に申込み・参加ができますがＪＲ料金が別途追加となります。  
詳しくは各コースの料金欄をご覧ください。 



ご旅行条件（要約） この書面は旅行業法第１２条の４に定める取引条件説明書及び旅行約款が締結された場合は同法第１２条の５に定める約款書面の一部になります。
お申込みいただく前に、当旅行条件及びご案内・注意事項等を必ずご確認ください。

 

旅行契約の解除期日 取消料 

旅行開始日の前日から 

起算してさかのぼって 

20日前から8日前まで 旅行代金の20％ 

7日前から前々日まで 旅行代金の30％ 

      

― 

旅行開始日の前日 旅行代金の４０％ 

旅行開始日当日 旅行代金の５０％ 

無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の１００% 

1. 募集型企画旅行契約

(1) この旅行は、三八五観光株式会社「観光庁長官登録旅行業第1046号」（以下「当社」といいま

す。）が企画・実施する旅行であり、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

（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。

(2) 旅行条件につきましては、この本旅行条件書によるほか、パンフレット類（日程表が記載）又は確定

書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款（募集型企画旅行契約）によります。

2. 旅行の申し込みと契約の成立

旅行申込書に所定の事項を記入の上、申込金を添えてお申込みください。申込金は旅行代金、取消料、
又は違約料の一部として取扱います。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した

時に成立するものとします。

3. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14 日目に当たる日より前にお支払い

いただきます。それ以降のお申込みの場合は当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

4. お客様による旅行契約の解除
お客様はいつでも次に定める取消料をお支払いいただいて旅行契約を解除することができます。

尚、下表でいう「旅行契約解除期日」とは、当社の営業時間内に解除する旨をお申しでいただき、当

社が確認したときを基準とします。

5. 特別補償

お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体に被られた損害に

ついては旅行業約款・特別補償規定のさだめるところにより、一定の補償金及び見舞金を支払います。

但し自由行動の山岳登はん、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗

、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは当社は上記

の補償金及び見舞金を支払いません。

6. 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、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金をお

支払い致します。詳しくは、別途お渡しする旅行条件書（全文）でご確認下さい。

7. 旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2020年7月を基準としています。また旅行代金は2020年7月１日現在有効な運賃規則を
基準にしています。

8. 個人情報の取扱いについて

当社は、旅行申込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、お客様との間の連絡のため
に利用させていただくほか、お客様がお申込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の受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。この

他当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキ
ャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、各種アンケートのお願い、お客さ

まの次回お申込の際の簡素化、特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくこと

があります。
9 その他

本旅行条件、又はパンフレットに定めのない事項は当社旅行業約款・募集型企画旅行の部によります。

当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。

≪受託販売≫≪旅行企画・実施≫

軽井沢アウトレット  こんにゃくパーク  舌切り雀の磯部温泉  人気の草津温泉（イメージ）  

 

１ 

大湊駅(6:24) ―― 三沢駅(6:28) ― ┒    はやぶさ１４号①  昼食はお弁当を準備します  草津３号② 

新青森駅(8:27) ―― 七戸十和田駅(8:52) ―― 八戸駅(9:05) ―― 盛岡駅(9:41)――― 大宮駅 ――― (14:34)長野原草津口 

==== (15:15)ホテル(草津温泉)  ホテル到着後草津の象徴湯畑と湯もみショーにご案内いたします 夕食は群馬素材の和食膳 

朝× 

昼弁 

夕○ 

 

２ 

草津温泉(9:00) ===== 鬼押出し園(浅間山噴火によって生まれた溶岩の芸術です) ===== 白糸の滝(軽井沢に近い自然名所の代

表です) ===== 軽井沢ショッピングプラザ(駅南側に広がるアウトレットやレストランなど広大なフリー散策ゾーン自由昼食も含め 

たっぷり１８０時間の滞在です) ===== (16:00)ホテル(磯部温泉) 舌切り雀童話と温泉マーク発祥の地 夕食は上州地産の和食膳  

朝○ 

昼× 

夕○ 

 

３ 

ホテル(8:30) ==== 世界遺産・富岡製糸場(明治の基幹産業を専門ガイドのご案内) ==== こんにゃくパーク(群馬名産のテーマパ

ーク 無料こんにゃくバイキングが人気です) ==== 高崎駅ビル(群馬の土産と昼食のお弁当を購入ください) (パスは４日間有効のた 

め途中離団可です)高崎駅(13:01) ―― はくたか５６０号③ ―― 大宮駅(13:46) ―― はやぶさ２５号④ ―― (18:37)盛岡駅 ― 

(16:14)八戸駅――― (16:27)七戸十和田駅 ―― （16:45新青森駅     八戸駅 ――― (16:44)三沢駅 ――― (19:197)大湊 

朝○ 

昼× 

夕× 

列車名横の○内の数字は指定席の発行数です。  ３日の帰路途中,離団希望の場合は申込時お知らせください   

利用予定バス会社 あさみ観光バス バスガイドは乗車しませんが添乗員が同行いたします。              世界遺産 富岡製糸場(イメージ) 

旅 行 日  １２月 ２ 日(水)～１２月 ４ 日(金)       人気のこんにゃくパーク(イメージ)    

宿泊ホテル  草津温泉 ホテル高松   (和室１室１名～４名)  

磯部温泉 磯部ガーデン  (和室１室１名～４名)     

旅行代金 お一人様(１室２名～３名利用料金) 円 

旅行代金(Ａ)６４,０００円  旅行代金への支援額(Ｂ)２２,０００円  地域共通クーポン１０,０００円  お支払実額(A-B)４２,０００円 

上記旅行代金にはＪＲ代(大人の休日倶楽部パスの代金が含まれておりません。 近くのＪＲ駅で１５,２７０円の乗り放題パスを購入してください 

  大人の休日倶楽部パス会員でない方は差額追加でご参加いただけます。キップは当社で準備いたします。 おもな駅の差額料金は次の通りです。 

八戸駅発着３７,７５０円、 七戸十和田駅発着３８,４１０円、 三沢駅発着３８,９１０円、 大湊線発着４１,７９０円、 盛岡駅発着３４,８１０円各増しとなります。 

＊ ホテルの部屋を４名１室利用希望の方は２泊で＠４,０００円引きとなります。                    白糸の滝(イメージ) 

＊ １名１室利用希望の方は２泊で＠１１,０００円増しとなります。       

＊ お一人様で参加の方はで＠１１,０００円増しで１名１室利用となります。 

最少催行人員１０名  最終申込締切日１１月１７日 (利用新幹線が満席になり次第募集終了となります) 

                                                     

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から 

ご参加のお客様にはマスク着用をお願いいたします。 

ＧｏＴｏトラベルキャンペーンについて 

＊ このチラシに掲載した旅行はＧｏＴｏトラベル事業の支援対象です。 

＊ 旅行代金からＧｏＴｏトラベル事業による支援金を引いた金額がお客様の支払い実額となります。  

別途旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。 

＊ 支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されますが当社は支援金をお客様に代わって受領(代理受領)いたしますの

でお客様は旅行代金に対する支援金を差引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。 尚、お取消の際は旅行代金を基準として所定

の取消料を申受けます。 お客様は当社による代理受領についてご了承の上お申し込みください。 


