
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケジュール 食事 

11/13 

（金） 

◆MAXとき 307 号乗車 東京駅 8:24 発、上野駅 8:30 発、大宮駅 8:50 発 ～ 新潟駅 10:32 着 

朝 × 

昼 ○ 

夕 ○ 

11:00 出発  11:50～13:10  13:20～14:50  15:00～16:20  

新潟駅南口 
 

文福 

（昼食 里芋会席） 

 ㈱川島 ニット工場 

見学・体験 

 近藤酒造 酒蔵見学  

 16:40 到着  18:40 杜氏との交流会  

 咲花温泉【泊】ぬくもりの宿佐取館     

 ※和室で 1 室 4～6 名様でのご利用となります。     

11/14 

（土） 

9:00 出発 

 

9:40～13:30  
朝 ○ 

昼 ○ 

夕 × 

佐取館  滝谷 慈光寺(座禅体験:約 40 分と写経:約 30～60分、精進料理の昼食／「黄金の里」（お買い物）  

 13:40～13:50  14:10～14:30  14:45～15:30  16:30 到着 

 蛭野地区 銀杏の木撮影  よりね家(お買い物)  金鵄盃酒造 酒蔵見学  新潟駅南口 

◆MAX とき 340 号乗車 新潟駅 17:36 発 ～ 大宮駅 19:30 着、上野駅 19:50 着、東京駅 19:56 着 

※   は貸切バスの移動となります。道路状況により時間が前後することがあります。 

 

主催  旅行企画・実施 
五泉市観光協会 
〒959-1865 新潟県五泉市駅前 1-2-1 
TEL:0250-47-8388  FAX:0250-47-8389 

 新潟県知事登録旅行業第 2-99号 
蒲原鉄道株式会社 蒲鉄トラベル白根店 
TEL：025-373-2183 F A X：025-373-2184 
営業時間：平日 9:00～19:00 土曜 10:00～16:00 
※日曜、祝日、8/13～8/16は休業 
〒950-1227 新潟県新潟市南区鯵潟 605-1 
総合旅行業務取扱管理者 渡辺 重樹 

共催 
五泉市、新潟県新潟地域振興局 

美肌の湯と禅の修行体験 
日本酒の奥深さを極めて 

  ごせん        女子力 UP！ 
五泉の魅力満載モニターツアー 

❤日 程 2015年 11 月 13 日(金）～14 日(土) 1泊 2日 

❤出発地 JR東京駅・上野駅・大宮駅限定 
❤定 員 22名(最少催行人員 15名)※首都圏在住の 20歳以上の女性限定 
❤参加費 10,000円(税込） 
     ※上越新幹線指定席往復料金を含みます。但し、ご自宅から上越新幹線の乗下車駅までの交通費は参加者のご負担となります。  

首都圏に 

お住まいの 

女性限定！ 

滝谷 慈光寺 

越後四ケ道場の一つで、修行寺として

知られた曹洞宗の古刹。座禅・精進料

理・写経の修行体験が人気です。 

参道には、県天然記念物に指定された

樹齢 300年から 500年を越すといわれ

るスギ並木が500メートルにわたって

美しく立ち並んでいます。 

㈱川島 ニット工場 

他の温泉旅館の 

湯めぐりもできます。 

 参加費 

1万円！               

現地ガイドが五

泉市の魅力を案

内します。 

温泉ソムリエか

ら温泉の、越後

杜氏が日本酒の

魅力を語りま

す。 

座禅は足が組めなく 
ても大丈夫です。 

近藤酒造／金鵄盃酒造 咲花温泉 佐取館 

阿賀野川のほとりに佇む風情ある温

泉旅館。絶景の阿賀野川を眺めながら

浸かるエメラルドグリーンに輝く翠

玉の湯が、心と体を癒します。 

地元の旬の食材を利用したお料理を

地酒とともにお楽しみいただけます。 

   五泉市（ごせんし）はこんなところ．．． 
新潟県のほぼ中央、県都新潟市の南東に位置する、自然 

豊かなまちです。古い伝統と歴史を持つ絹織物産業と、 

戦後めざましい発展を遂げたニット産業は、有名ブランド 

      製品も手掛け、全国的にも有名なニットの 

      一大産地となっています。 

       良き水あるところに旨い酒あり．．． 
     五泉市は「五つの泉」と書くように、豊かで清らかな 

      水に恵まれています。この恵まれた地に江戸時代から 

       続く二つの老舗の酒蔵は、それぞれ独自の矜持と 

       こだわりの製法、そして匠を抱え、永きに渡り脈々 

       と酒づくりを続けています。 

       五泉自慢の清らかな水と新潟の米、そして実直な 

        杜氏の技が創りあげる優麗なる美酒を存分に 

        ご堪能ください。 

下さい     。          

TEL:0250-47-8388


 

 

 

 

 

申込書の下記必要事項を記入し、お申し込みください。 
20 歳以上の女性の方で、当モニターツアーについてのアンケート記入および SNS による情報発信にご協力いただ

ける方、そしてツアー中の写真の HP やパンフレットへの使用を承諾いただける方が参加条件となります。 

 

※当社より予約承諾のご連絡をさせて頂きます。参加費が入金されて、予約確定となります。 

 お申込みの方へ   

（この申込書をいただいた方に、詳しい旅行条件を説明した書面を郵送いたします。） 

●参加条件 

 ・20 歳以上の首都圏在住の女性 

 ・アンケートの記入及び SNS による情報発信にご協力いただける方。 

 ・ツアー中に撮影した写真のホームページやパンフレット等への使用に承諾いただける方。 

●募集型企画旅行契約 

 この旅行は、蒲原鉄道株式会社（新潟県知事登録旅行業第 2-99 号、新潟県五泉市村松甲 1364 番地、以下「当社」という）

が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型企画旅行約款の一部によります。 

●旅行のお申込み及び契約成立時期 

（１）この申込書に所定の事項を記入の上お申込みください。（郵送、ＦＡＸ、メール可） 

（２）電話、郵便、ファクシミリその他の手段でお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内

にこの申込書の提出と参加費の支払いをして頂きます。 

（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、参加費を受領した時に成立するものとします。 

（４）旅行催行の中止／最少催行人員に満たない場合は、旅行開始 13 日前までに旅行中止の旨をご連絡いたします。 

●取消料 

取消日 
旅行開始の前日より起算してさかのぼって 出発日 

不参加 

旅行開始後及び 

無連絡不参加 21 日前まで 20 日前～8 日前 7 日前～2 日前 前日 

取消料 無料 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% 

※【個人情報の取扱いについて】蒲原鉄道株式会社は、申込書に記載された個人情報について、お客様とのご連絡のほか、申込

みいただいた旅行に係る運送・宿泊施設等の提供するサービスの手配や手続きに必要な範囲で利用させていただきます。 

フ リ ガ ナ  

氏 名 
 

生 年 月 日 
明・大・昭・平 

年  月  日  性 別 女性限定 
○をお付け下さい 

住 所 
 〒    －     

 

T E L  携 帯 電 話  

F A X  E メ ー ル  

上越新幹線乗降駅 東京駅・上野駅・大宮駅       新潟駅 
いずれかに○をお付け下さい 

備考 
グループで申込の場合は，グループのメンバーの名前を記入してください。 

メールからも 

申し込みできます 

E-mail：shirone@kantetsu-travel.co.jp 
※受信設定（迷惑メール設定等）をご確認の上、必要事

項を記載しお申し込みください。  申込日：平成 27 年  月  日 

＜旅行企画・実施＞新潟県知事登録旅行業第 2-99 号（社）全国旅行業協会（ANTA）正会員 旅行業公正取引協議会会員 

 蒲原鉄道㈱蒲鉄トラベル白根店 〒950-1227 新潟県新潟市南区鯵潟 605-1 

 総合旅行業務取扱管理者 渡辺 重樹 TEL：025-373-2183 F A X：025-373-2184 

五泉市モニターツアーFAX 参加申込書 

mailto:shirone@kantetsu-travel.co.jp

