
≪GoToトラベル事業支援対象≫　日帰り旅行商品料金表

 ・下記商品は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給付金を引いた金額がお客様の「お支払い実額」となります。10月１日以降にご出発の旅
 　行に関しては、別途、旅行代金の15％相当分の地域共通クーポンが付与されます。 
 ・給付金受領について：国からの給付金はお客様に対して支給されます。当社およびGoToトラベル事務局は、お客様に代わって受
 　領（代理受領）致しますので、お客様には、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。
 　なお、お取り消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。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。
 ・給付金の予算が上限に達した場合、支援の対象外となり、通常の旅行代金でのお支払いとなります。また、地域共通クーポンも 
　 付与されません。
 ・下記の旅行代金は基本料金です。上等級への変更が可能な商品については、予約時に変更した場合は支援の対象となりますが、 
 　事前予約がなく当日切符売り場で変更した場合は支援の対象となりません。また、オプション等の現地支払い分についても支援 
 　の対象となりません。
 ・記載の内容は、今後の新型コロナウイルスの感染状況等により変更となる場合があります。
　

新潟港発着
旅行代金 お支払い実額

大人    10,800円

小児      6,900円

大人    7,020円

小児    4,485円

大人    10,300円

小児      7,200円

大人    6,695円

小児    4,680円

大人+小児 　　 9,900円

大人追加代金　 7,600円

小児追加代金　 2,300円

大人+小児 　　6,435円

大人追加代金　4,940円

小児追加代金　1,495円

大人    13,800円

小児      9,800円

大人    8,970円

小児    6,370円

大人    13,800円

小児    10,800円

大人    8,970円

小児    7,020円

大人    13,800円

小児    10,800円

大人    8,970円

小児    7,020円

直江津港発着
旅行代金 お支払い実額

大人    10,800円

小児      8,200円

大人    7,020円

小児    5,330円

大人+小児 　  12,800円

大人追加代金　 9,900円

小児追加代金　 2,900円

大人+小児 　　8,320円

大人追加代金　6,435円

小児追加代金　1,885円

新潟港発着または直江津港発着
旅行代金 お支払い実額

大人    19,200円

小児    17,000円

大人    12,480円

小児    11,050円

大人    21,200円

小児    18,000円

大人    13,780円

小児    11,700円

ときわ丸乗船体験の旅

※3,465円（追加代金：大人2,660円、小児805円）の給付金が適用されます。

商品名

とっておきの佐渡日帰り満喫の旅

※大人3,780円、小児2,415円の給付金が適用されます。

佐渡日帰り旅気分

※大人3,605円、小児2,520円の給付金が適用されます。

商品名

佐渡金銀山世界遺産登録応援ツアー

※大人4,830円、小児3,430円の給付金が適用されます。

佐渡寺院めぐりツアー

※大人4,830円、小児3,780円の給付金が適用されます。

佐渡七福神めぐりツアー

※大人4,830円、小児3,780円の給付金が適用されます。

商品名

佐渡日帰り黄金パック

※大人3,780円、小児2,870円の給付金が適用されます。

高速カーフェリーあかね乗船体験の旅

※4,480円（追加代金：大人3,465円、小児1,015円）の給付金が適用されます。

佐渡日帰り

体験ダイビングパック

新潟港発着

※大人6,720円、小児5,950円の給付金が適用されます。

直江津港発着

※大人7,420円、小児6,300円の給付金が適用されます。



■ 入場から最初の60分無料、以後30分ごとに100円
■ 佐渡航路利用者の1日当たりの上限料金：800円
■ 佐渡航路利用者は、乗船窓口で「適用カード」を受領してください。

万代島駐車場料金

1名様
より
申込可能

大人 最小催行人員

10名
予約制新潟港

発 着

旅行代金（お1人様）

2020年
出発日

22日（土）・30日（日）8月

5日（土）・13日（日）・19日（土）・27日（日）9月

3日（土）10月

世界遺産候補として注目される佐渡金銀山の産業遺産を専門ガイドの案内で巡ってみませんか？
このツアーでは、佐渡金銀山のガイド付き産業遺産巡り、定番の宗太夫坑コースまたは
道遊坑コースの見学、佐渡西三川ゴールドパークでの砂金採り体験と、佐渡金銀山および
金に関連する遺構、施設を多く巡ります。
時価約6,000万円の純金の延べ棒のつかみ取りにも挑戦いただけます！

佐渡金山宗太夫坑 北沢浮遊選鉱場跡 純金の延べ棒のつかみ取り シックナー跡大間港

往復：ジェットフォイル
往復乗船代 + +昼食代

島内観光
（ ）バス代・入館体験料

産業遺産巡りガイド料
新潟港発

両津港着

佐渡西三川ゴールドパーク（砂金採り体験）

佐渡歴史伝説館

北沢浮遊選鉱場・シックナー跡

大間港（車窓）

佐渡金山
（宗太夫坑または道遊坑見学）

両津港発

新潟港着

行 程

ジェットフォイル

※見学時間はありません。

ジェットフォイル

9:40

10:47

17:40

約50分

約60分

約40分

18:47

億万長者も夢じゃない！？
すくった砂金は
お持ち帰りできます。

約
70
分

昼食
（海鮮丼）

専門ガイドの案内で
明治期以降の近代産業
遺産を巡ります。

佐渡日
帰
り 山
世界遺産登録応援ツアー

道遊の割戸（道遊坑コース途中の景色）

佐渡西三川
ゴールドパ

ーク

砂金採り体
験

往復ジェット
フォイル !

宗太夫坑（江戸金山絵巻）
コースと道遊坑（明治官営
鉱山）コースから選択でき
ます。

「つなぐ、にいがた」キャンペーン対象商品「つなぐ、にいがた」キャンペーン対象商品

当日3,000円
キャッシュバック!!
当日3,000円
キャッシュバック!!

13,800円 9,800円小児
（小学生）

大人
※ご旅行当日１人3,000円をキャッシュバックいたします。（ご旅行代金をお支払いの大人・小児が対象）

■3日前までに最少催行人員(10名）に達していない場合は催行中止となります。
■催行決定日については、空席があれば前日16時30分まで予約を承ります。
■島内は観光バス運行となります。（バス会社：新潟交通佐渡株式会社またはおけさ観光タクシー株式会社）
■交通事情、その他諸事情により、やむなくコースの一部に変更が生じる場合がございます。（行程順序等）　■添乗員は同行いたしません。
■小学生のみでのご利用はできません。幼児料金についてはお問い合せください。　■画像は全てイメージです。

※ソーシャルディスタンス確保のため、
　バス座席数４５席のところ２２名限定で
　募集いたします。募集人員：各日22名



旅行代金
30,000円未満 
30,000円以上60,000 円未満
60,000円以上90,000 円未満
90,000円以上

申込金（お一人様）
  6,000円以上旅行代金まで
12,000円以上旅行代金まで
18,000円以上旅行代金まで
旅行代金の20%以上旅行代金まで

 取消・変更日

ａ．11日目にあたる日以前の解除

旅行開始日の

前日から起算して

さかのぼって

取消・変更料

無　料

ｂ．10日目にあたる日以降の解除 旅行代金の  20％

ｃ．7日目にあたる日以降の解除
）く除をf～d（ 旅行代金の  30％

ｄ．旅行開始日の前日 旅行代金の  40％
ｅ．旅行開始日当日（f）を除く 旅行代金の  50％
f．旅行開始後及び無連絡不参加 旅行代金の100％

お申し込みの際には、別途お渡しする旅行条件書をお受け取りください
（このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります）ご旅行条件（要約）

必 ず お 読 み く だ さ い

1. 旅行のお申込み及び契約の成立時期
（1）当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込

みいただきます。申込金は、旅行代金・取消料又は違約金のそれぞれの一部として取り扱います。

この旅行は、佐渡汽船株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。この旅行条件は、当チラシに記載され
ている条件のほか当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）及び別途お渡しする旅行条件書、最終日程表によります。

船 の 就 欠 航 に つ い て
佐渡汽船・ジェットフォイル・カーフェリーの就欠航の決定については、原則として出航時刻の60分前となります。
就欠航のお問い合わせにつきましては、乗船港に直接お問い合わせください。［新潟港：025-245-5111］

●ツアーキャンセル（催行中止）となり、ご旅行代金は全額返金となります。（新潟港までの交通費については、お客様のご負担となります。）

●天候の急変等により佐渡発の全ての便が欠航した場合、島内にてご宿泊いただきます。
●その場合、宿泊代・食事代・島内交通費等はお客様負担となり、帰着日は翌日以降となります。
●就欠航について、お申込店よりお客様へ直接ご連絡を差し上げる場合がございます。（この場合、お客様において旅行中止を判断された場合は、取消料の対象
とはなりません。）尚、お客様ご自身の判断により、就欠航未定時の旅行中止については、取消料の対象となります。

●ツアーキャンセル（催行中止）となり、ご旅行代金は全額返金となります。（新潟港までの交通費については、お客様のご負担となります。）

●その他の事項につきましては、佐渡汽船株式会社の運送約款によります。
●また、気象予報等により当日の海上時化が予想される場合、当日の運航状況に関わらず、事前に催行中止を決定することがあります。

【往 路 便 が 欠 航】

【島内で全ての航路が欠航】

【共 通 の ご 案 内】

（2）当社は電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では
契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して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。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みがなかっ
たものとして取り扱う場合もあります。

（3）募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、上記の申込金を受領したときに成立するものとします。
2. 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日前までにお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって13日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いた
だきます。

3. 旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
旅行日程に明示した交通費、宿泊費、食事代、旅行業務取扱料金及び消費税等諸税を含んでいます。これらの諸費用
は、お客様のご都合により利用されなくても払い戻しはいたしません。

4. 旅行契約内容の変更
当社は天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等のサービス提供の中止や官公署の命令等、当社の関与し得ない事由が
生じた場合、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において止むを得ないときは変
更後に説明します。

5. 取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合には次に定める取消料をお支払いただきます。また、宿
泊を伴う旅行の場合、ご参加のお客様からは１室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

6.旅行条件・旅行代金の基準
（1）旅行条件は、2020年1月1日を基準としています。
（2）旅行代金は、2020年1月1日現在の運賃・規則を基準として算出しています。
●個人情報の取り扱いについて
（1）佐渡汽船株式会社（以下「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、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために必要な範囲内で利用
させていただきます。そのほか、より良い旅行商品の開発や、旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個
人情報を利用させていただくことがあります。

（2）当社及び当社グループ企業、販売店は、各企業が取扱う商品やサービス・キャンペーンなどのご案内のために、当社が保
有するお客様の個人情報のうち、お客様へのご連絡に際して必要となる最小限の範囲のものについて、共同で利用させ
ていただきます。

（3）当社及び販売店は、お申込みいただいた旅行の手配のために、お客様の氏名・住所・電話番号などの情報を必要な範囲
内で、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し提供いたします。

旅行企画実施

佐渡汽船株式会社 〒950 0078 新潟県新潟市中央区万代島9
新潟県知事登録旅行業 第2-167号　（一社）全国旅行業協会正会員

佐渡金山400年の歴史

日本最大の金銀山

世界遺産候補

〔㈱ゴールデン佐渡ホームページより抜粋〕

佐渡金山は、1601年に山師3人により開山されたと伝えられています。
1603年には徳川幕府直轄の天領として佐渡奉行所が置かれ、小判の
製造も行われ江戸幕府の財政を支えました。
1869(明治2)年に官営佐渡鉱山となり、西洋人技術者を招いて機械化・
近代化が図られました。
1889(明治22)年には、宮内省御料局管轄の皇室財産となり、模範鉱山と
して日本産業の近代化に貢献しました。
その後1896(明治29)年に当時の三菱合資会社に払い下げられ、日本最
大の金銀山として拡大発展を遂げました。
平成元年3月（1989年）残念ながら、資源枯渇のため操業を休止し、400
年近くに及ぶ長い歴史の幕を閉じました。

－「佐渡金銀山世界遺産登録応援ツアー」の旅行代金には、行程に明示された交通費・入館料・昼食代・旅行業務取扱料金・消費税等諸税が含まれています－
■最少催行人員：10名様以上となります。（受付最少人員：大人1名様以上）■添乗員：添乗員・現地係員は同行致しません。ご旅行に必要な旅程表類をお渡し致しますので、ご旅行中のお
手続きはお客様ご自身にて行ってください。■小児：小児代金は小学生が対象となります。■幼児：船舶及び島内バスの座席を必要とする場合、小児代金を適用いたします。■入館料等：行程
に明示された施設入館料は、旅行代金に含まれております。■船舶の欠航：利用予定便の船舶欠航についての対応は、下記の「船の就欠航について」をご覧ください。■取消および変更：取
消・変更が生じた場合は、お申し込み店の営業時間内にお申し出ください。その場合、当社が定める旅行業約款に基づき、取消料を収受致します。■未成年者（２０歳未満）のみでの参加、ま
た親権者以外の方と参加される場合は、親権者様の同意をいただいてのお申し込みとなりますので、同意書の提出をお願い致します。 

「史跡 佐渡金山」には、江戸から明治、そして平成の操業停止に至るまでの長い歴
史を物語る数々の遺構が、豊かな自然の中に溶け込んで至るところに残されてい
ます。
そして、広大な敷地に点在する坑道跡、採掘施設、製錬施設など、そのほとんどが国
の重要文化財、史跡、近代化産業遺産に指定されています。
400年に亘る先人たちの営み、鉱山技術や生産システムの変遷のほぼすべてを見る
ことができる、世界でも例のない大変貴重な遺産です。
2010年にはユネスコ世界遺産暫定リストに記載され、現在本登録に向けて準備が進
んでいます。

佐渡金山の金鉱脈は、東西3,000ｍ、南北600ｍ、深さ800ｍに広がっていました。
この金脈を追い求めて、江戸から平成まで388年間に産出した金は78トン、銀2,330トン
にのぼり、まさに日本最大の金銀山でした。
開削された坑道は、まるでアリの巣のように拡がり、総延長は何と約400ｋｍ（佐渡～東
京間）に達しています。

往路便乗船前に復路便が
欠航または就欠航未定【 】

佐渡汽船株式会社 予約センター
新潟県知事登録旅行業 第2-167号　国内旅行業務取扱管理者：本間　正栄

電話　０２５－２４５－６１２２
〒950-0078　新潟県新潟市中央区万代島９－１（佐渡汽船新潟港ターミナル３階）

https://www.sadokisen.co.jp/trip-top
佐渡を旅する


