
プライベートタクシーで
ぷらっと観光

一般社団法人 〒948-0079 新潟県十日町市旭町 251 番地 17　十日町市総合観光案内所内
TEL：025-757-3345　FAX：025-757-5150 新潟県知事登録旅行業第 2-369 号

十日町市観光協会
※スケジュールの詳細については、お申込み後にメールもしくは郵送する「最終行程表」を必ずご確認ください。

この旅行は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給付金を引いた額がお支払実額となります／旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます／GoToトラベル事業の給付金はお客様に対し支給されます。当協会は、お客様
に代わって受領（代理受領）致しますので、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。尚、キャンセルの際は旅行代金を基準とした所定の取消料を申し受けます。代理受領についてご了承のうえ、お申し込みください／ご旅行中、お申込み代表者様及び
同行者様の居住地を確認させていただきます。ご旅行日当日は、居住地を証明できるものをお持ちください。［マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、国民健康保険証 等］

今ならGoToトラベルで35%OFF!! 地域共通クーポン付きでとってもお得！

コース
1

2020年11月1日(日) ～11月23日（日）
※水・木曜日を除く

出発日の３日前まで

出発日の３日前まで

出発日の３日前まで

2020年11月9日（月）                          
～2021年1月31日（日）

※11月は平日のみ運行  ※水曜日を除く
※12月29日～1月3日を除く  

2020年11月9日（月）                          
～2021年1月31日（日）

※11月は平日のみ運行  ※水曜日を除く
※12月29日～1月3日を除く

運 行

今、話題沸騰中！雄大な峡谷美と現
代アートが広がる「日本三大峡谷 
清津峡」の見学と、「いろりとほたる
の宿せとぐち」で味わう魚沼コシヒ
カリと田舎料理のランチをご用意。

今、話題沸騰中！雄大な峡谷美と現
代アートが広がる「日本三大峡谷 
清津峡」の見学と、「いろりとほたる
の宿せとぐち」で味わう魚沼コシヒ
カリと田舎料理のランチをご用意。

【9:50出発】十日町市総合観光案内所（十日町駅西口） --- SNS映えスポット「清津峡渓谷トンネル」 --- 
いろりとほたるの宿せとぐち ＜魚沼コシヒカリと田舎料理の昼食＞ --- 十日町駅西口【12:50着】

清津峡と新米コシヒカリの田舎ごっつぉ清津峡と新米コシヒカリの田舎ごっつぉ

日本百名山「苗場山」の伏流水を仕
込み水に使用している「苗場酒造」
の酒蔵を見学し、昼食には石臼挽き
そばに定評のある「直志庵さがの」こ
だわりのへぎそばをご用意します。

出発日の３日前まで

日本百名山「苗場山」の伏流水を仕
込み水に使用している「苗場酒造」
の酒蔵を見学し、昼食には石臼挽き
そばに定評のある「直志庵さがの」こ
だわりのへぎそばをご用意します。

コース
3

酒蔵見学とへぎそばランチ酒蔵見学とへぎそばランチ

出発日の３日前まで

2020年11月1日（日）～2021年1月31日（日）
                                               ※水曜日を除く ※12月29日～1月3日を除く 

2020年11月1日（日）～2021年1月31日（日）
                                               ※水曜日を除く ※12月29日～1月3日を除く 

【12：40出発】 十日町市総合観光案内所（十日町駅西口） ̶ 直志庵さがの＜へぎそばの昼食＞ 
̶ 苗場酒造＜酒蔵見学・試飲＞ ̶  十日町駅西口【15：10着】

コース
4

絵本の世界をめぐる旅（へぎそばランチ付き）絵本の世界をめぐる旅（へぎそばランチ付き）

出発日の３日前まで

2020年11月1日(日) ～11月23日（祝・月）
※水・木曜日を除く

2020年11月1日(日) ～11月23日（祝・月）
※水・木曜日を除く

十日町の誇る絶景をめぐるツアー！
里山の原風景「星峠の棚田」と、美し
すぎるブナ林「美人林」を巡ります。
昼食は、へぎそばと地元で採れる野
菜や山菜を使用したブッフェが人気
の農家レストランにご案内。

十日町の誇る絶景をめぐるツアー！
里山の原風景「星峠の棚田」と、美し
すぎるブナ林「美人林」を巡ります。
昼食は、へぎそばと地元で採れる野
菜や山菜を使用したブッフェが人気
の農家レストランにご案内。

コース
2

星峠の棚田と美人林（へぎそばランチ付き）星峠の棚田と美人林（へぎそばランチ付き）

【10:30 出発】十日町市総合観光案内所（十日町駅西口） ̶眼下に広がる約200枚の棚田「星峠の棚田」 
̶すらりとした立ち姿が美しい「美人林」 ̶ そばの郷Abuzaka＜昼食＞ ̶ 十日町駅西口【13:30着】

【10：30 or 12:30出発】十日町市総合観光案内所（十日町駅西口） ̶ そばの郷Abuzaka ＜へぎそばと郷
土料理ビュッフェの昼食＞ ̶ 絵本と木の実の美術館＜見学（大地の芸術祭作品）＞ ̶ 土市駅／ジミー・リャ
オ「Kiss & Goodbye」 ＜見学 ※外観のみ（大地の芸術祭作品）＞ ̶ 越後水沢駅／ジミー・リャオ「Kiss & 
Goodbye」 ＜見学 ※外観のみ（大地の芸術祭作品）＞̶ 十日町駅西口【13：00 or 15：00着】

運 行

運 行
運 行

出発日の３日前まで

出発日の３日前まで
申込み〆切

申込み〆切

旅行代金（１人あたり ）
地域共通クーポン

交通費（タクシー）、施設入館料、食事代、保険料、消費税込み（集合場所までの交通費は含まれません）／［コース5］の各種体験料は含まれません
ガイドは同行しません／代金は当日受付時に現金にてお支払いください ／地域共通クーポンは１組当たりの付与額となります

なお、新型コロナウイルス感染の著しい拡大があり、国またはGoToトラベル事務局より支援対象地域の制限が発せられた場合、支援対象外地域からのお申し込みについては割引適用前の旅行代金をお支払いいただくこととなりますので
予めご承知のうえお申し込みください。

 ■1名様の場合／ 　　　　　円　  （２３，４００円）
 ■2名様の場合／ 　　　　　円　  （１３，２３０円）
 ■3名様の場合／　　　　　 円      （１０，０００円）
 ■4名様の場合／ 　　　　　円　  （     ８，６１５円）

１６，４００ ３，０００円分３，０００円分
４，０００円分４，０００円分
５，０００円分５，０００円分
５，０００円分５，０００円分

８，６００
６，５００
５，６００

コース１

コース２
・

コース３

コース４

 ■1名様の場合／　　　　　 円　  （２０，０００円）
 ■2名様の場合／ 　　　　　円　  （１１，５３８円）
 ■3名様の場合／ 　　　　　円　  （    ８，７６９円）
 ■4名様の場合／ 　　　　     円　  （    ７，３８５円）

　１３，０００
７，５００
５，７００
４，８００

・

コース
5

あてま高原で味わうホテルランチと大自然あてま高原で味わうホテルランチと大自然

【10：30 or 12:30出発】 十日町市総合観光案内所（十日町駅西口） ̶ あてま高原ベルナティオ　
＜昼食＞ ※お食事以外の時間はご自由にお過ごしください　̶  十日町駅西口【14:00 or 16：00着】

妻有ポーク塩麴漬けチャーシュー
の野菜出汁ひつまぶし風丼

妻有ポーク塩麴漬けチャーシュー
の野菜出汁ひつまぶし風丼

出発日の３日前まで出発日の３日前まで

2020年11月6日（金）～2021年1月31日（日）
                  　　※火曜日を除く　※12月29日～1月3日を除く
                                         

運 行

出発日の３日前まで申込み〆切

小学生
以下のお子様にはキッズプレートを

ご
用
意
し
ま
す
♪

■ホテル併設体験施設「ポポラ」　森のクラフト900円
■プール＆スパ　大人900円／小人600円
■パターゴルフ　大人900円／小人600円
■レンタサイクル　大人用：900円／子供用：600円((1台/2時間)

コース５

 ■1名様の場合／ 　　　　　円　  （１４，４６１円）
 ■2名様の場合／ 　　　　　円　  （    ８，４６１円）
 ■3名様の場合／ 　　　　　円　  （    ６，６１５円）
 ■4名様の場合／ 　　　　　円　  （    ５，６９２円）

９，４００

３，０００円分３，０００円分
３，０００円分３，０００円分
４，０００円分４，０００円分
４，０００円分４，０００円分

２，０００円分２，０００円分
３，０００円分３，０００円分
３，０００円分３，０００円分
３，０００円分３，０００円分

５，５００
４，３００
３，７００

■子ども料金（小学生以下）／ 　　　　　円　  （    １，５３９円）１，０００

ご予約はこちらご予約はこちら

旅行代金総額に応じた
クーポンを付与します

体験・
アクティビティには
地域共通クーポン

利用OK！

ベルナティオ料理コンテストグランプリベルナティオ料理コンテストグランプリ

※子ども料金の設定は［コース5］のみ  ※大人1人につき小学生以下1名のお申し込みが可能です  

出発日の３日前まで申込み〆切
出発日の３日前まで申込み〆切

（割引前の旅行代金）（割引前の旅行代金）GoTo割引後の
お支払い実額
GoTo割引後の
お支払い実額

「絵本と木の実の美術館」は、廃校になった小
学校の絵本作家の田島征三さんによる空間
絵本美術館。昼食は大人気の農家レストラン
でへぎそばと郷土料理のビュッフェをどうぞ。

「絵本と木の実の美術館」は、廃校になった小
学校の絵本作家の田島征三さんによる空間
絵本美術館。昼食は大人気の農家レストラン
でへぎそばと郷土料理のビュッフェをどうぞ。

　　　  豊かな自然に囲まれたあてま
　　高原で味わう絶品ランチ。自然の
材料を使った工作「森のクラフト」や、
心地良い風を感じながらのサイクリン
グもおすすめ。大自然の中で、思い思
いの時間をお過ごしください。

　　　  豊かな自然に囲まれたあてま
　　高原で味わう絶品ランチ。自然の
材料を使った工作「森のクラフト」や、
心地良い風を感じながらのサイクリン
グもおすすめ。大自然の中で、思い思
いの時間をお過ごしください。

2020年11月1日（日）～11月30日（月）
※木曜日を除く 

2020年11月1日（日）～11月30日（月）
※木曜日を除く 

2020年11月1日（日）～11月30日（月）
※木曜日を除く 

マ・ヤンソン／MADアーキテクツ
「Tunnel of Light」

※12月26日～１月11日の期間は、施設の開館状況等により運休となる場合があります。


