
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジオパーク新潟国際フォーラムの宿泊･エクスカーションのお申し込みは、㈱JTB関東 法人営業新潟支店が

行います。別紙の申込書によりお申し込みください。お申込は、FAX又は郵送にてお願い致します。 

①宿泊プランのご案内 

  宿泊の取扱は、㈱JTB関東 法人営業新潟支店が旅行企画・実施する募集型企画旅行です。 

  ■宿泊設定日 : 平成 28年 7月 26日(火)～７月 28 日(木) 

  ■宿泊施設およびご旅行代金(宿泊料金) 

  (下記代金は、大人おひとり様 1泊朝食付、税金・サービス料込みの料金です。) 

 

ホテル名 客室タイプ 
旅行代金 

(お一人様当り) 

申込 

記号 

新潟駅から

の所要時間 

会場からの 

所要時間 

ホテル日航新潟 
シングル 

ツイン 

１２，５００円 

１１，５００円 

Ａ-Ｓ 

Ａ-Ｔ 
車で 10 分 会場隣接 

ＡＮＡクラウンプラザ 

ホテル新潟 

シングル 

ツイン 

１２，０００円 

１１，０００円 

Ｂ-Ｓ 

Ｂ-Ｔ 
徒歩 10 分 車で 5分 

ホテルサンルート新潟 シングル ８，０００円 Ｃ-Ｓ 徒歩 3分 車で 10分 

新潟第一ホテル シングル ７，５００円 Ｄ-Ｓ 徒歩 3分 車で 10分 

●別紙申込書の宿泊申込欄に申込記号をご記入ください。 

●お申し込みの受付は、先着順とさせていただきます。ご希望の宿泊施設が満室の場合は、 

他の宿泊施設になる場合がありますので、予めご了承ください。 

●ツインルームをご希望の方は同室者を必ずご記入ください。(上記料金はお一人様当りの料金です。) 

●最少催行人員シングル 1 名様、ツイン 2名様。添乗員は同行致しません。各宿泊施設でのチェックイン

手続きはお客様ご自身でおこなっていただきます。 

 

≪宿泊取消料≫ ※旅行開始日の前日より起算してさかのぼって 

取消日 8 日前まで ７日前～2日前まで 前日 当日 
旅行開始後 

または無連絡 

取消料 無料 ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOPARKS NIIGATA INTERNATIONAL FORUM 

ジオパーク新潟国際フォーラム 
宿泊･エクスカーションのご案内 



②エクスカーションのご案内 

ツアー① 佐渡ジオパーク 
「金とトキの島 廻船業から農業へ」     旅行代金:30,000 円(2名 1室利用) 38,000 円(1名 1室利用) 

日次 月日(曜日) 行程 

1 
7/28 
(木) 

 
朱鷺メッセ === 新潟港 ===(ｼﾞｪｯﾄﾌｫｲﾙ)=== 両津港 === 相川(泊) ホテル大佐渡 
15:30                 15:55/17:00          18:00頃 

2 
7/29 
(金) 

 
ホテル === 佐渡金銀山  ===  元小木 === 
8:00出発 ※青盤脈、道遊坑 ※枕状溶岩、たらい舟乗船 
 
 === 宿根木海岸･町並み === 小木港･小木家(昼食) === トキの森公園 

    ※国指定重要伝統的建造物保存地区                ※展示館･ふれあいプラザ           
 

 === 両津港 === (ﾌｪﾘｰ 2等) === 新潟港 
                      16:05/18:35 

【アクセス】 
東京方面 (タクシー利用推奨) 新潟発 19:07発 とき 346号   21:28 東京駅着 
               新潟発 20:19 発 Maxとき 348 号 22:28 東京駅着 

 

ツアー② 苗場山麓ジオパーク  
「苗場山麓ジオパークの魅力、秋山郷を巡る」旅行代金:29,000円(2名 1室利用) 33,000 円(1名 1室利用) 

日次 月日(曜日) 行程 

1 
7/28 
(木) 

 
朱鷺メッセ === 新潟西 IC === 越後川口 IC === 津南(泊) ニュー･グリーンピア津南 
15:30                             18:00頃 

2 
7/29 
(金) 

 
ホテル === 石落し === 見玉不動尊 === 見倉集落･見倉風穴 === とねんぼ === 
8:45出発  
 

=== のよさの里(昼食) === 切明の川原 === 布岩山 === 前倉のトド ===  
     ※鳥甲山見学                 ※苗場山の眺望 

 
=== 龍ヶ窪 === 河岸段丘 === 苗場酒造 === なじょもん === 越後湯沢駅 

    17:10 
【アクセス】 
新潟方面  越後湯沢発 18:36 発  Max とき 335号 19:20 新潟駅着 
東京方面  越後湯沢発 18:06 発   Maxとき 338 号 19:20 新潟駅着 

 

ツアー③ 糸魚川世界ジオパーク  
「糸魚川ジオパークハイライト小滝ヒスイ峡と東西日本の境目」  旅行代金:29,000 円(1名 1室利用) 

～日本初のヒスイ発見地とフォッサマグナを訪ねて～ 

日次 月日(曜日) 行程 

1 
7/28 
(木) 

 
朱鷺メッセ === 新潟西 IC === 糸魚川 IC === 糸魚川(泊) ホテルルートイン糸魚川 
15:30                           18:00 頃 

2 
7/29 
(金) 

 
ホテル === 小滝川ヒスイ峡展望台 ===(遊歩道)=== ヒスイ峡学習護岸 === 
8:30出発   ※明星山の大岩壁       ※国指定天然記念物とヒスイ原石 
 
=== 高浪の池 === 高浪の池高原交流センター(昼食) === フォッサマグナパーク === 

  ※巨大魚伝説のある池                 ※断層露頭見学 
=== フォッサマグナミュージアム === 糸魚川駅 

※鉱物、化石、フォッサマグナに関する展示 15:15 
【アクセス】 
新潟方面 普通 17:03 発(直江津駅で乗り換え)       19:52 新潟駅着 
東京方面 はくたか 570号 16:02 発          18:12 東京駅着 
大阪方面 はくたか 565号 15:58 発(金沢駅で乗り換え) 19:37 大阪駅着 



 

エクスカーション取扱は、㈱JTB関東 法人営業新潟支店が旅行企画・実施する募集型企画旅行です。 

  ■日 程 : 平成 28年 7月 28日(木)～７月 29日(金) 1泊 2日 

※出発は、フォーラム終了後、朱鷺メッセより出発いたします。 

  ■旅行代金には、貸切バス代、宿泊代(夕食･朝食代)、昼食代、拝観入場料を含みます。 

  ■募集人員:各コース３０名 最少催行人員:各コース１５名 

  ■添乗員:ツアー②、③は、添乗員は同行しません。ツアー①は、添乗員が同行します。 

 ■別紙申込書の申込欄にツアーＮｏをご記入ください。(申込受付は、先着順とさせていただきます。) 

 

≪エクスカーション取消料≫ ※旅行開始日の前日より起算してさかのぼって 

取消日 21日前まで 8日前まで 2日前まで 前日 当日 
旅行開始後 

または無連絡 

取消料 無料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

 

③申込のご案内 

Ａ．申込・お問い合わせ先 

 

 

 

Ｂ．申込方法 

別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、JTB関東 法人営業新潟支店まで FAXまたは郵送にて 

お申込みください。間違い防止のため、お電話によるお申し込みはお受けいたしません。 

(郵送される場合は、申込書の控えとして、コピーを必ず保管ください。) 

 

Ｃ．申込締切日 平成 28 年 5 月 31 日（火）必着 

 

Ｄ．申込後のスケジュール 

6月下旬を目途に「ご案内書面一式」を送付いたします。内容をご確認のうえ、同封の請求書に記載の

銀行口座に期日までに、お振込みください。尚、振込手数料は各自ご負担となります。 

当日は、お送りいたしました各種券をご持参のうえお越しください。 

Ｅ．変更・取消方法 

お申し込み後に「変更」「取消」が生じた場合は、変更取消箇所が分かるように申込書にご記入のうえ、 

郵送または FAXにてお知らせください。お電話での変更・取消のお受けいたしません。 

取消日とは、お申込者が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいた日とさせていただきます。 

ご返金が伴う方は取消料を差し引き、大会終了後にお振込みさせていただきます。 

ＪＴＢ関東 法人営業新潟支店 

「ジオパーク新潟国際フォーラム」係 担当 : 三谷(博)・後藤 

住   所 ：〒950-0082 新潟県新潟市中央区東万代町１-３０ ３階 

Ｔ Ｅ Ｌ ：０２５-２５５-５１０１ Ｆ Ａ Ｘ ：０２５-２４８-７６８７ 

Ｅ -ｍａ ｉ l ：niigata_ec@kanto.jtb.jp 

受付時間 ：平日 9 時 30 分～17 時 30 分(土・日・祝祭日は休業) 



お申し込みの際には、旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、必ず内容をご確認のうえお申し込みください。 

 

ご旅行条件（要約） 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は㈱ＪＴＢ関東(埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2)観光庁長官登録旅行業 1578 号。以下「当社」という)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」という)を締結す

ることになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書(全文)、出発前にお渡しする最終日

程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集企画旅行契約の部によります。 

 

●旅行のお申し込み契約成立時期 

 (1)所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払の際、 

差し引かさせていただきます。 

(2)電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して 

３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。 

 (3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 

 

●旅行代金のお支払い 

 旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13日目にあたる日より前(お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日 

までに)にお支払いください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行 

代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出 

がない限り、お客様の承諾日といたします。 

 

●取消料 

 旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

 契約解除の日 取消料(お１人様) 

旅行開始日の前日からさかのぼって 

1.21 日前にあたる日以前の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料 

2.8日目にあたる日以降の解除(3～6を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の 20％ 

3.2日目にあたる日以降の解除(4～6を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の 30％ 

4.旅行開始日の前日の解除   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の 40％ 

5.当日の解除(6を除く) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の 50％ 

6.旅行開始後の解除または無連絡取消  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の 100％ 

 

●旅行代金に含まれるもの 

 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈がないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税。 

 これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則払い戻しいたしません。 

 (コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。) 

 

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 

 当社提携クレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)より 「会員の署名なくして旅行代金や取消料等 

の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。) を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で 

異なります。 

(1)契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき(e-mail等電子承諾通知を利用する場合は、 

その通知がお客様に到達したとき )とします。また申込時には、「会員番号･カード有効期限」等を通知していただきます。 

(2)「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は 

「契約成立日」 とします。また、取消料のカード利用日は「契約解除依頼日」の翌日から起算して７日間以内とします。 

(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでの支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定 

の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いを 

いただいた場合はこの限りではありません。 

 

●個人情報の取扱について 

 当社は、旅行申込の際に提出された申込書等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、お客様がお申し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

ビスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 

 

●旅行条件・旅行代金の基準 

 この旅行条件は 2016 年１月 20 日を基準としています。また、旅行代金は 2016 年 1 月 20 日現在の有効な運賃・規則を基

準として算出しています。 

 

 


