
※全席指定 運賃・料金・昼食代含む。※全席指定 運賃・料金・昼食代含む。

催行日催行日

募集人員募集人員

令和 年 月 日 (土)令和 年 月 日 (土)

48名48名

旅行代金旅行代金

応募方法応募方法

※申込多数の場合抽選となります。

※最少催行人員20名

※申込多数の場合抽選となります。

※最少催行人員20名

お1人様 (税込)お1人様 (税込)

裏面をご覧ください裏面をご覧ください

超低速スノータートル 運転士科冬季集中講義 行路案内超低速スノータートル 運転士科冬季集中講義 行路案内

受付受付
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9：00～9：30
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今回の超低速スノータートルは、運転士になるための学科講習を模した講義を受けていただきます。運転士の養成や訓練

を行っている指導助役から運転・信号関係を、そして車両の整備や検査を行っている検修助役から、車両構造などについて講

義を受けた後、模擬テストを行います。参加特典は、特製修了証と催行日にちなんで2020年2月22日の220円の切符を4枚

セットにして差し上げます。運転士になるには、非常に多くのことを学ばなければなりません。今回の”運転士科冬季集中講

義”では運転士の基礎となる学科講習の一部を体験していただきます。

今回の超低速スノータートルは、運転士になるための学科講習を模した講義を受けていただきます。運転士の養成や訓練

を行っている指導助役から運転・信号関係を、そして車両の整備や検査を行っている検修助役から、車両構造などについて講

義を受けた後、模擬テストを行います。参加特典は、特製修了証と催行日にちなんで2020年2月22日の220円の切符を4枚

セットにして差し上げます。運転士になるには、非常に多くのことを学ばなければなりません。今回の”運転士科冬季集中講

義”では運転士の基礎となる学科講習の一部を体験していただきます。

10：10頃着10：10頃着

※未成年者単独参加の場合は、
親権者の同意書が必要となります。
※未成年者単独参加の場合は、
親権者の同意書が必要となります。

16：10頃発16：10頃発
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い
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ふるさと会館にて
10：20～オリエンテーション・ほくほく線の概要など
11：00～運転関係講義① 14：30～車両関係講義
12：00～運転関係講義② 15：20～模擬テスト
13：00～昼食

ふるさと会館にて
10：20～オリエンテーション・ほくほく線の概要など
11：00～運転関係講義① 14：30～車両関係講義
12：00～運転関係講義② 15：20～模擬テスト
13：00～昼食

超低速スノータートル超低速スノータートル

特典特典

特典2 2020年2月22日の220円の切符

①魚沼丘陵～美佐島 ②ほくほく大島～虫川大杉

③うらがわら～くびき ④大池いこいの森～犀潟

計4枚セットをプレゼントします！

特典2 2020年2月22日の220円の切符

①魚沼丘陵～美佐島 ②ほくほく大島～虫川大杉

③うらがわら～くびき ④大池いこいの森～犀潟

計4枚セットをプレゼントします！

特典1 特製修了証を差し上げます！特典1 特製修了証を差し上げます！

終了予定終了予定

●筆記用具をご持参ください。

●時刻が若干変更となる場合があります。 ●荒天の場合行程が変更になる場合があります。

●講義中の録音及び動画撮影はご遠慮ください。また、携帯電話(スマートフォン)は電源を切るかマナーモードに設定してください。

●筆記用具をご持参ください。

●時刻が若干変更となる場合があります。 ●荒天の場合行程が変更になる場合があります。

●講義中の録音及び動画撮影はご遠慮ください。また、携帯電話(スマートフォン)は電源を切るかマナーモードに設定してください。

昼食は里山食堂のビュッフェランチを
お楽しみいただきます。
昼食は里山食堂のビュッフェランチを
お楽しみいただきます。

専用列車専用列車 専用列車専用列車



募集要項募集要項

● 催行日

令和 2 年 2 月 22 日 (土)

● 旅行代金

お1人様 7,000円 (税込)

※運賃・料金・昼食代含む。

● 募集人員

48名 ※申込多数の場合抽選となります。

重複してのお申込みはご遠慮ください。

● 最少催行人員

20名

● 応募期間

令和2年1月17日(金)～1月29日(水)

※1月29日必着

● 催行日

令和 2 年 2 月 22 日 (土)

● 旅行代金

お1人様 7,000円 (税込)

※運賃・料金・昼食代含む。

● 募集人員

48名 ※申込多数の場合抽選となります。

重複してのお申込みはご遠慮ください。

● 最少催行人員

20名

● 応募期間

令和2年1月17日(金)～1月29日(水)

※1月29日必着

●申込方法 … 事前申込み

必要事項(郵便番号・住所・氏名・年齢・性別・電話番
号)を記入の上、①～③のいずれかの方法でお申し込みください。

①E－mail … teisoku＠hokuhoku.co .jp （24時間受付）

必要事項を入力してお申込みください。

※1月17日0：00以前 1月29日24：00以降に、お申込みい

ただいたものに関しては、無効とさせていただきます。

②電 話 … 025-750-1251 にお申込みください。

受付時間 平日 9：00～18：00

③窓 口 … 北越急行(株)営業企画部窓口にてお申込みください。

受付時間 平日 9：00～18：00 ※要申込書記入

●申込方法 … 事前申込み

必要事項(郵便番号・住所・氏名・年齢・性別・電話番
号)を記入の上、①～③のいずれかの方法でお申し込みください。

①E－mail … teisoku＠hokuhoku.co .jp （24時間受付）

必要事項を入力してお申込みください。

※1月17日0：00以前 1月29日24：00以降に、お申込みい

ただいたものに関しては、無効とさせていただきます。

②電 話 … 025-750-1251 にお申込みください。

受付時間 平日 9：00～18：00

③窓 口 … 北越急行(株)営業企画部窓口にてお申込みください。

受付時間 平日 9：00～18：00 ※要申込書記入

旅行条件（要約）旅行条件（要約）

■募集型企画旅行契約
この旅行は、北越急行株式会社営業企画部（十日町市旭町251-6 新潟県知事登録旅行業第2-403号 以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行で

あり、この旅行にご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。契約の内容・条件は、下記条件、別途お渡しする旅行条件

書（全文）、出発前にお渡しする確定書面（最終日程表等）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。

■お申込方法と契約の成立時期
(1) お申込書に所定の事項を記入の上、お申し込いただきます。

(2) 当社は、電話、その他の通信手段によるお申し込みを受付します。この時点では契約は成立しておらず、当社が旅行お申込みの承諾の旨を通知してか

ら当社が指定した日までにお申込金を提出していただいた時点で契約の成立といたします。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約

がなかったものとして取り扱います。

(3) 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領した時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、当社指定の期日までにお支払いください。

■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・食事代及び消費税等諸税（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）。

■取消料
旅行契約成立後の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。また、お客様の任意で旅行サービスの一部を受けな

かったり、途中離団された場合は、お客様権利放棄となり一切の払戻しをいたしません。

■その他
この旅行条件は、2019年10月1日を基準としています。また旅行代金は2019年10月1日現在有効な運賃・規則を基準として算出しています。

お申し込み後に送付いたします、旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認ください

■募集型企画旅行契約
この旅行は、北越急行株式会社営業企画部（十日町市旭町251-6 新潟県知事登録旅行業第2-403号 以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行で

あり、この旅行にご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。契約の内容・条件は、下記条件、別途お渡しする旅行条件

書（全文）、出発前にお渡しする確定書面（最終日程表等）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。

■お申込方法と契約の成立時期
(1) お申込書に所定の事項を記入の上、お申し込いただきます。

(2) 当社は、電話、その他の通信手段によるお申し込みを受付します。この時点では契約は成立しておらず、当社が旅行お申込みの承諾の旨を通知してか

ら当社が指定した日までにお申込金を提出していただいた時点で契約の成立といたします。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約

がなかったものとして取り扱います。

(3) 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領した時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、当社指定の期日までにお支払いください。

■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・食事代及び消費税等諸税（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）。

■取消料
旅行契約成立後の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。また、お客様の任意で旅行サービスの一部を受けな

かったり、途中離団された場合は、お客様権利放棄となり一切の払戻しをいたしません。

■その他
この旅行条件は、2019年10月1日を基準としています。また旅行代金は2019年10月1日現在有効な運賃・規則を基準として算出しています。

お申し込み後に送付いたします、旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認ください

申込先 （旅行企画・実施）申込先 （旅行企画・実施）

取消日 取消料

①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって11日目に当たる日以前の解除 無料

②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日以降の解除（③～⑥を除く) 旅行代金の 20％

③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の解除（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旅行開始当日の解除（⑥を除く) 旅行代金の 50％

⑥旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の 100％

取消日 取消料

①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって11日目に当たる日以前の解除 無料

②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日以降の解除（③～⑥を除く) 旅行代金の 20％

③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の解除（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旅行開始当日の解除（⑥を除く) 旅行代金の 50％

⑥旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の 100％

北越急行株式会社 営業企画部
〒948-0079 新潟県十日町市旭町251-6 新潟県知事登録旅行業第2-403号

ＴＥＬ 025-750-1251 (平日 9：00～18：00) 国内旅行業務取扱責任者 村山正樹
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ＴＥＬ 025-750-1251 (平日 9：00～18：00) 国内旅行業務取扱責任者 村山正樹


