
謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、「全国あきんどサミット（第１３回共通商品券全国大会in新潟及び第１５回チラシ倶楽部サミットin新潟）」

が新潟県新潟市にて開催される運びとなりましたことを心よりお慶び申し上げます。

本大会に参加されます皆様の宿泊と観光コースの手配を新潟交通(株)旅行販売一課がお世話させて頂く事となりました。

多数の皆様のご利用をお待ち申し上げております。

ホテルNO 備考

Ａ 11000円 9500円 1泊朝食付き

Ｂ 8,000円 7500円 1泊朝食付き

Ｃ 7,000円 6500円 1泊朝食付き

Ｄ 9,500円 8500円 1泊朝食付き

Ｅ 8,000円 7000円 1泊朝食付き

コースNO 大会前後 旅行代金 募集人数

① 大会前 6,000円 20名様限定

② 大会前 6,000円 20名様限定

③ 大会前 6,000円 20名様限定

④ 大会前 6,500円 20名様限定

⑤ 大会前 6,500円 20名様限定

⑥ 大会後 20名様限定

⑦ 大会後 20名様限定

⑧ 大会後 20名様限定

上記ツアーは全国あきんどサミットの専用ツアーです。特別料金にて設定致しました。

大会前、終了後とご予定に合わせてご参加頂ける様多彩なコースをご用意致しました。

尚、いずれも10名様にて出発保証致します。

とっておきの佐渡日帰り満喫の旅 6/18（木）

美人の湯“月岡温泉”に泊まる城下町新発田コース 6/17（水）～6/18（木）

新潟の奥座敷に泊まる魚のアメ横・寺泊コース 6/17（水）～6/18（木）

城下町新発田コース 6/16（火）

弥彦神社とワイナリー見学コース 6/16（火）

鉄道と石油王の町・新津コース 6/16（火）

コース名 旅行日程

水都遊覧みなとぴあ見学コース 6/16（火）

新潟グランドホテル 6/16（火）

旅行代金（シングル／ツイン）

6/16（火）

万代シルバーホテル 6/16（火）

新潟東映ホテル 6/16（火）

ホテルオークラ新潟 6/16（火）

米どころ新潟と豪農の館コース 6/16（火）

コース名 宿泊設定日

ＡＮＡクラウンプラザホテル

水の都 新潟 
城下町新発田の酒蔵 

鉄道のまち新津 

新潟の奥座敷 岩室温泉 

観光コースのご案内

史跡佐渡金山 

佐渡汽船 

尖閣湾揚島遊園 

全国あきんどサミット 
～第13階共通商品券全国大会in新潟 ／ 第15回チラシ倶楽部サミットin新潟～ 

～ホテル・観光コースのご案内～ 

美人の湯 月岡温泉 

良寛さまのふるさと 

国上寺と五合庵 



　謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　この度、「全国あきんどサミット（第１３回共通商品券全国大会in新潟及び第１５回チラシ倶楽部サミットin新潟）」

　が新潟県新潟市にて開催される運びとなりましたことを心よりお慶び申し上げます。

　本大会に参加されます皆様の宿泊の手配を新潟交通(株)旅行販売一課がお世話させて頂くこととなりました。
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１．宿泊プラン

記号 料金 記号 料金

２．料金のご案内
　料金は１泊朝食付き、お一人様あたりの宿泊料金（税込）です。

３．禁煙・喫煙ルーム
　禁煙・喫煙ルームの希望を承りますが、ご希望通りにならない場合がございます。予めご了承ください。

４．前泊・後泊について
　遠方からご参加される方につきましては前泊・後泊のお申込も可能です。

　ホテルの空室を確認してからのご対応となりますが、申込書備考欄にご記入の上お問い合わせ下さい。

Ｅ-2 7,000円新潟市中央区下大川前通3ノ町2230 万代口

TEL：025-228-6111 ⇒車５分

古町周辺

新潟グランドホテル ＪＲ新潟駅下車

Ｅ-1 8,000円

古町周辺

万代シルバーホテル

新潟市中央区万代1-3-30

TEL：025-243-3711

新潟東映ホテル

新潟市中央区弁天2-1-6

TEL：025-244-7101

ホテルオークラ新潟

新潟市中央区川端町6-53

TEL：025-224-6111

地区 ホテル名 アクセス

万代シテイ

新潟駅周辺

万代シテイ

ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 ＪＲ新潟駅下車

新潟市中央区万代5-11-20 万代口

TEL：025-243245-3333 ⇒徒歩７分

謹白　
新潟交通(株)旅行部　
執行役員　白井　保　

宿泊設定日　平成２７年６月１６日（火）

【大会会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟】

シングル利用 ツイン利用

Ｂ-1

Ｃ-1

Ｂ-2

Ｃ-2

7,500円

6,500円

8,000円

7,000円

Ａ-2 9,500円Ａ-1 11,000円

8,500円

ＪＲ新潟駅下車

万代口

⇒徒歩７分

ＪＲ新潟駅下車

万代口

⇒徒歩５分

ＪＲ新潟駅下車

万代口

⇒車４分

Ｄ-1 9,500円 Ｄ-2

～ホテルのご案内～ 



５．お申込方法とスケジュール
　（１）申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。

　　　申込書左上部の「受付ＮＯ.」に受付番号を、「費用合計」にご請求金額を記載して返信致します。

　　　受付番号は申込後の変更等手続きの際に必要となりますので、返信された申込書は保管願います。

　（２）申込締切月日：平成２７年４月３０日（木）　※宿泊の受付は、満室になり次第締め切らせて頂きます。

　（３）確定書面の発送と各代金の支払いについて

　　ご出発の１４日前頃までに、確定書面（請求書・宿泊券）をお送り致します。

　　請求書に記載の期日までにご送金下さい。

　　※振込手数料はお客様ご負担にてお願い致します。

　　　又、確定書面および当社旅行業約款募集型企画旅行契約を同封致しますので事前にご確認下さい。

６．ご旅行条件の要約
　①募集型企画旅行契約

　　この旅行は新潟交通(株)（新潟市中央区万代1-6-1／観光庁長官登録旅行業第２８９号 以下「当社」）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を締結することになります。

　　また、契約の内容・条件は、各プランに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面及び

　　当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

　②旅行のお申込及び契約成立

　　お申込書に所定の事項を記入し、ご請求書に記載の指定期日までに旅行代金全額をお支払して下さい。

　　旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領した時に成立するものとします。

　③旅行代金に含まれるもの

　　各プランに明示した宿泊費、食事代、旅行取扱料金及び消費税等諸税。

　④取消料（宿泊開始日の前日から起算して遡る）

　　お申込み後の取り消しは、下記の通り取消料を申し受けますのでご了承ください。

【個人情報を取扱いについて】

　当社及び販売店は、旅行申込み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頂くほか、

　お客様がお申込み頂いた旅行において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ための手続きに必要な範囲内で

　利用させて頂きます。

　お申込み・お問い合わせ先

　　　　　　　　〒950-0892　　新潟市東区寺山3-7-1

　　　　　　　　　ＴＥＬ：025-271-6220　　ＦＡＸ：025-271-6244

　　　　　　　　　受付時間　平日9：30～18：00　（土・日・祝祭日は休業日となります。）

　　　新潟交通(株)旅行販売一課　「全国あきんどサミット」係

旅行企画・実施 新潟交通(株)旅行販売一課

当日

100%

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

宿泊プラン

４日前まで

無料

３日前～前日まで

20%



①　水都遊覧みなとぴあ見学コース 　　旅行日程　６月１６日（火）

日本一の長さを誇る信濃川が海と出会う町、新潟市。信濃川より

新潟市中心部を望むウォーターシャトルで水の都を肌で感じることができます。

6月16日 （見学・ウォーターシャトル乗換）

（火） ― ―

12：45着／13：53発

―

円 【募集】20名様（最少催行人員10名様）

②　米どころ新潟と豪農の館コース 　　旅行日程　６月１６日（火）

越後豪農の館「北方文化博物館」のご見学とせんべいの手焼き体験

をお楽しみ頂きます。米どころ新潟を感じる事の出来るコースです。

6月16日

（火） ― ―

―

円 【募集】20名様（最少催行人員10名様）

③　城下町新発田コース 　　旅行日程　６月１６日（火）

新発田藩主溝口氏の下屋敷・清水園と足軽長屋をご見学致します。

市島酒造では200年に渡る酒造りと市島家の歴史を伝える収蔵品の数々をご覧頂けます。

6月16日

（水） ― ―

― ―

円 【募集】20名様（最少催行人員10名様）

④　鉄道と石油王の町・新津コース 　　旅行日程　６月１６日（火）

昨年リニューアルオープンした鉄道資料館と石油王中野貫一ゆかりの

中野邸美術館、そして国内最大級の熱帯植物ドームを有する植物園をご見学頂けます。

6月16日

（水） ― ―

― ―

円 【募集】20名様（最少催行人員10名様）

【旅行代金に含まれるもの】貸切バス代／見学・体験料／添乗員費用／旅行傷害保険

（見学） （解散）

新潟県立植物園 ＡＮＡクラウンプラザホテル

15：00～15：40 16：20着

12：30発 13：10～13：40 14：00～14：50

（見学）

◇　旅行代金　◇ 6,500

【コースのご紹介】

（出発）

◇　旅行代金　◇ 6,000

（見学）

新潟駅南口 新津鉄道資料館 中野邸美術館

（見学） （解散）

石泉荘 ＡＮＡクラウンプラザホテル

15：05～15：30 16：１0着

新潟駅南口 市島酒造 清水園・足軽長屋

12：30発 13：10～13：50 14：00～15：00

◇　旅行代金　◇ 6,000

【コースのご紹介】

（出発） （見学）（酒蔵見学）

【コースのご紹介】

【コースのご紹介】

（出発）

新潟駅南口 新潟市歴史博物館みなとぴあ

12：30発

（着船・見学）

新潟ふるさと村

14：53着／16：00発

◇　旅行代金　◇ 6,000
16：30着

（解散）

ＡＮＡクラウンプラザホテル

12：30発 13：30～14：30 14：55～15：35

（解散）

（出発） （見学） （手焼き体験）

新潟駅南口 北方文化博物館 せんべい王国

ＡＮＡクラウンプラザホテル

16：00着

～観光コースのご案内 ＜大会実施前＞ ～ 



①　弥彦神社とワイナリー見学コース 　　旅行日程　６月１６日（火）／大会当日・日帰り
越後国一ノ宮である弥彦神社を案内人の説明とともに参拝致します。

カーブドッチではワイナリー見学のほかチーズ・ハム等のショッピングもお楽しみ頂けます。

6月16日
（水） ― ―

―

円 【募集】20名様（最少催行人員10名様）

②　とっておきの佐渡日帰り満喫の旅 　　旅行日程　６月１８日（木）／大会実施後・日帰り
佐渡金山や海鮮丼のご昼食など佐渡の魅力を存分に感じることの出来る日帰りツアーです。

旅んもんにはおもしれ～ことがむっさんこあるっちゃから、佐渡でゆっくりしてけっちゃな～！！

6月18日 （下船）

（木） 両津港 ― ―

9:00着
（酒蔵見学・試飲）

― ― 尾畑酒造 ― ―
14:05～14:25

― ―

円 【募集】20名様（最少催行人員2名様）

③　月岡温泉に泊まる城下町新発田コース 　　旅行日程　６月１７日（水）～１８日（木）／大会実施後・１泊

【コースのご紹介】硫黄含有量全国第２位、美人の湯として名高い月岡温泉にお泊り頂きます。翌日は新発田～新潟の
歴史や文化に触れ、道の駅新潟ふるさと村でのお土産ショッピングもお楽しみ頂けるコースです。

6月17日
（水） ―

6月18日 （見学）

（木） ― 市島邸 ― ―

9:10～10:00

― ―

円 【募集】20名様（最少催行人員10名様）／2名～1室利用料金

◆ホテル・観光コースのお申込・お問い合わせ先◆

　【企画・実施】 新潟交通(株)旅行販売一課 「全国あきんどサミット係」　担当：山根・小崎・番場

　〒950-0892　新潟市東区寺山3-7-1

　TEL：025-271-6266　FAX：025-271-6244　※受付時間：平日9:30～18:00　（土日祝日は休業日となります）

（見学） （解散）

【旅行代金に含まれるもの】貸切バス代／宿泊費※③のみ／見学・体験料／添乗員費用／旅行傷害保険

【コースのご紹介】

（出発） （参拝）

新潟駅南口 越後国一ノ宮 弥彦神社

◇　旅行代金　◇ 6,500

12：30発 13：30～14：30

カーブドッチワイナリー ＡＮＡクラウンプラザホテル

15：00～16：00 16：40着

【コースのご紹介】

（集合・乗船） （見学） （海中透視船）

佐渡汽船 新潟港 ～ジェットフォイル～ 佐渡金山 尖閣湾揚島遊園

7：15集合／7：55発 10:10～11:00 11:15～12:00
（海鮮丼のご昼食・見学） （無名異焼見学） （ショッピング）

15:55着／16:25発 17:30着

佐渡歴史伝説館 玉堂窯元 かもこ観光センター

12:40～13:20～14:00 14:40～15:00 15:25～15:45
（乗船） （下船・解散）

両津港 ～ジェットフォイル～ 新潟港

◇　旅行代金　◇ 15,000
※ジェットフォイルのダイヤ改正によりスケジュール及び料金が変更となる場合がございます。　※添乗員は同行致しません。

（出発） （宿泊）

ＡＮＡクラウンプラザホテル 月岡温泉 ホテル摩周

16:30発 17:20頃着
（出発） （酒蔵見学・試飲） （見学・昼食）

月岡温泉 ホテル摩周 市島酒造 北方文化博物館

9:00発 10：15～10:50 11:30～13:00

◇　旅行代金　◇ 24,500

（見学・ショッピング） （解散）

新潟ふるさと村 新潟駅

13:30～15:00 15：20着

～観光コースのご案内  ～ 



◆山、海、川…、自然豊かな新潟の個性と情緒あふれる温泉宿を特別料金でご用意いたしました◆
◆ご夕食時にはお酒（お銚子）またはウーロン茶１本サービス！◆

宿泊設定日　　平成２７年６月１５日（月）～１７日（水）　宿泊分
※全施設１泊２食付き、お一人様税込料金です。

                        ④ 弥彦温泉／四季の宿 みのや 
                         〒959-0323 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦2927-1 

                              TEL：0256-94-3000 

 

                              平成27年に御遷座百年を迎える 

                              弥彦神社の門前に広がる弥彦温泉。 

                              新潟県随一のパワースポットで 

                              日頃の疲れを癒して頂けます。 

                        ③ 瀬波温泉／夕映えの宿 汐美荘 
                         〒958-0037 村上市瀬波温泉2-9-36 

                              TEL：0254-53-4288 

 

                              夕日の美しい宿ランキング１位に輝いた 

                              波打ち際に建つお宿です。 

                              雄大な日本海の景観と心地よい潮風を 

                              感じることが出来ます。 

                        ② 岩室温泉／はなやぎの宿 ゆもとや 
                         〒953-0104 新潟市西蒲区岩室温泉91-1 

                              TEL：0256-82-2015 

 

                              館内のいたる所に花が活けられ、 

                              美しい日本庭園を有するゆもとや。 

                              新潟の奥座敷で四季を感じつつ、 

                              ゆっくりお過ごし頂けます。 

                        ① 月岡温泉／白玉の湯 泉慶 
                         〒959-2395 新発田市月岡温泉453番地 

                              TEL：0254-32-1111 

 

                              硫黄含有量全国２位を誇る月岡温泉。 

                              エメラルドグリーンのお湯は 

                              美肌・不老長寿のお湯としても有名です。 

                              姉妹館・華鳳のお風呂もお楽しみ頂けます。 

全国あきんどサミット 
～第13回共通商品券全国大会in新潟／第15回チラシ倶楽部サミットin新潟～ 

～宿泊のご案内 ～ 

◆観光コース◆ 新潟の魅力を存分に味わって頂ける全８コースをご用意いたしました。 

            ご予定に合わせて日帰り・１泊コースよりお選び下さい！ 
 

◆ホテル◆ 本大会会場「ＡＮＡクラウンプラザホテル」へのご来場に便利なホテルを 

           特別料金にて５ヶ所ご用意いたしました。 

２名様１室・・・１６，５００円 
 

３名様１室・・・１４，５００円 
 

４名様～１室・・・１２，５００円 

２名様１室・・・１４，５００円 
 

３名様１室・・・１３，５００円 
 

４名様～１室・・・１２，５００円 

２名様１室・・・１６，０００円 
 

３名様１室・・・１５，０００円 
 

４名様～１室・・・１４，０００円 

２名様１室・・・１６，５００円 
 

３名様１室・・・１４，５００円 
 

４名様～１室・・・１２，５００円 


