
苗場公演開催決定！本公演は会場の収容人数を各自治体および感染拡大予防のガイドラインに基づいて設定し、客席はソーシャルディスタンスを

確保した距離を保ち公演を行います。

コンサートチケット、宿泊、交通（JR）がセットになったツアーをぜひご利用ください。ご参加希望の方は案内書をよくご覧の上、お申込ください。

すでにコンサートチケットをご予約済みの方は、チケット代金7,000円を差し引いた金額でご参加頂けます。

＊チケットの発券は、電子チケット「チケプラ」のみとさせていただきます。ご入場の際はお1人様につき1台のスマートフォンが必要です。

《スケジュール》

【1泊2日コース】 旅行期間　（1）2021年2月26日(金)～27日(土) （2）2021年2月27日(土)～28日(日)

⇒　10:00～11:00着 7便 　         9:00～10:00発

⇒　11:30～13:00着 8便      　  10:00～11:00発

⇒　13:00～14:30着 9便※注    11:00～12:30発 ⇒　13:20～15:00着

⇒　15:00～16:30着 10便※注　12:30～14:00発 ⇒　15:20～17:00着

⇒　17:00～18:30着 11便※注  15:00～16:30発 ⇒　17:00～18:00着

⇒　19:30～20:30着 12便※注　16:30～18:00発 ⇒　18:00～19:00着

 *ホテル発の時間で越後湯沢駅発（新幹線）の時間ではありません。

　　※越後湯沢駅→ホテル間送迎シャトルバス 　　　※ホテル→越後湯沢駅間送迎シャトルバス

●JR列車の便について、※注）注釈付の2,3,4,5,9,10,11,12便は、出発・到着の設定時間幅が広くなっております。但し、越後湯沢駅でのシャトルバス又は新幹線への乗り継ぎ時間は

   最大1時間前後を予定しております。各時間枠内でのご利用新幹線の便、またシャトルバス乗車時間はご指定いただけません。ご了承ください。なお、JRによる急な減便や時間変更

   により枠が多少前後する可能性がございます。

●乗継便などを事前に手配される場合、往路は設定時間より前、復路は設定着時間より後ろの便をご手配ください。

●天候や交通状況により出発・到着時間が変更となる場合もございます。

　　★お申込の流れ

※WEB申込のみとなります。

●WEB申込
ems12.webecs.biz/gospellers2021/
受付初日は混雑が予想されます。先着順ではございませんので、サイトにアクセスしづらい状態が続いた場合は、時間をおいて再度アクセスして

いただくよう、お願いいたします。お申込時に会員番号をご入力いただきます。

スマートフォンやタブレットからお申込の場合はブラウザアプリからアクセスしてください。※Safari、Firefox、Google Chrome

＊コンサートチケット一般発売：ローソンチケット・チケプラ…2021年1月24日(日)

※お申込される前に必ず「ご案内・ご注意」もお読みください。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(新幹線)

　　　　東京駅発　　 　→　　苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ着 　　　　苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ発　　　→　　　東京駅着

1便             7:30～8:30発 ⇒　11:00～12:00着

朝
食

⇒　12:00～13:00着

6便　　　  　17:00～18:00発

2便※注　 　8:30～10:00発

＊＊＊＊＊コースはJRのみとなります。バス、AIRツアーの設定はございません。＊＊＊＊＊

【コンサートチケット付】苗場プリンスホテル宿泊ツアーご案内

■2021年2月26日(金)・27日(土)
■開場　20:15／開演　21:00
■会場：苗場プリンスホテル　4号館　ブリザーディウム
■チケット料金：指定席7,000円(税込)・車椅子席7,000円(税込）※車椅子席は指定する車椅子エリアへ当日ご案内させていただきます。

　      　　　 (新幹線)
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《受付期間》2021年1月8日(金)12:00～1月11日(月・祝)17:00まで
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※当落は期間内にお申込いただいた全ての方を対象に抽選を行います。お申込順ではございません。

2日目
3便※注　  10:00～12:00発

4便※注　  12:30～14:00発

5便※注    14:00～16:00発

J
R

東京発 1日目
　
宿
泊

※当ツアーは電話でのお申込を受付けておりません。下記URLより詳しい旅行条件をご確認の上、お申込ください。

＜WEB申込限定＞

ゴスペラーズコンサート2021 in Naeba

1月8日(金)
12:00〜
受付開始

1月13日(水)
当落結果発送

1月21日(木)
旅行代金入金締切

1月11日(月・祝)
〜17:00
受付締切

＜申込フォーム＞



【旅行代金】お一人様（単位:円）※価格には消費税が含まれます。

（1）2月26日（金）公演（出発日：2021年2月26日（金）発、帰着日：2月27日（土）着）≪1泊2日≫

（2）2月27日（土）公演（出発日：2021年2月27日（土）発、帰着日：2月28日（日）着）≪1泊2日≫

【旅行代金に含まれるもの】

コンサートチケット代、苗場プリンスホテル1泊宿泊代(朝食1回または朝夕食各１回・バス/トイレ付)、

東京駅ー越後湯沢駅の往復新幹線代（指定席）＋ホテルー駅間往復シャトルバス、ゴスペラーズオリジナルグッズ（非売品）

【旅行代金に含まれないもの】
上記“旅行代金に含まれるもの”に記載のない費用

【出発日】

各コンサートの当日に出発いたします。

【出発集合場所】

事前に乗車券をお送りいたします。指定された列車に各自でご乗車ください。

【添乗員】
このツアーでは添乗員は同行いたしません。苗場プリンスホテルにツアーデスクを設け現地係員がご案内いたします。

妹尾 武ピアノコンサート　Winter Lounge 2021
【日　時】 2月26日(金)・27日(土)各日（各回30分）

【会　場】 苗場プリンスホテル3号館1Ｆ　カクテルラウンジ 「シャトレーヌ」

【入場料】 無料（別途ドリンク代がかかります）※お支払は現金のみとなります　※整理番号順入場・入替制

オリジナルカクテルもご用意しております。

●申込方法等の詳細は、旅行の最終案内にてご案内いたします。

黒沢 薫プロデュース『ぽんカレーハウス』

苗場公演限定「ぽんカレーハウス」オープン！
苗場プリンスホテルならではのアレンジを加えたカレーなどのメニューをご用意する予定です。

ゴスペラーズ苗場スペシャルディナー（予約制）

レストラン「ボーセジュール」にてシェフがゴスペラーズの曲をイメージして作り上げるコース料理をお楽しみいただけます。

●イベントの詳細は、旅行の最終案内にてご案内いたします。

■公演当日、以下の項目に該当されるお客様は当日のご来場をお控えください。 ■会場スタッフも常時マスク、もしくはフェイスシールドを着用して接客をさせていただきます。

・体調のすぐれない方、発熱や喉、全身通、倦怠感等、風邪の症状が少しでもみられる方 ■消毒液を入場口のほか、ロビー、お手洗い付近等に設置しておりますので、手指消毒

・咳、くしゃみ、鼻水などにより、周りのお客様を不安させてしまう可能性のある方     およびこまめな手洗いをお願いいたします。

・薬等の服用により、上記症状を一時的におさえている方、新型コロナウイルス感染症陽性 ■ご入場時に体調を崩された場合は、速やかにスタッフにお申し出ください（症状のよりご退場を

　との濃厚接触がある方    お願いさせていただく場合もございます）。

・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への ■公演中は立ち上がる等の行為はおやめください。常時、着席してのご鑑賞をお願いいたします。

　渡航ならびに当該在住者との濃厚接触がある方 ■応援や声援を発声する行為はご遠慮ください。拍手、手拍子のみ可能となります。

・同居するご家族、ご友人、勤務先、学校等にて。新型コロナウイルス感染症感染者がいる方 ■公演中、場内は常に換気状態を保ち、MC中には場内ドアを全開放する換気時間を設けます。

■入場時に非接触体温計にて検温を行います。 ■会場周辺での入り待ち、出待ち行為は一切禁止といたします。

   体温結果によって、37.5度以上の発熱（平熱より1度以上高い発熱）があった場合や、咳や ■感染リスク低減の為、お客様からのプレゼント及びスタンド花、お祝いの花の受け取りはお断り

   くしゃみの症状がある方はご入場いただけません。     させていただきます。

・上記項目はスタッフ、出演者も実施します。 ■お客様の入退場に関しても、係員の指示に必ず従ってください。

■入場時の手指消毒にご協力ください。 ■場内、ロビーなどでのご飲食はご遠慮いただきますようお願いいたします。

■会場内では常時マスクを着用ください。ご着用していない方のご入場はお断りさせて ■公演当日は、感染予防の蜜回避対策として、時間差による規制退場を行います。詳細は

    いただきます。    公演日近くになりましたら改めてお知らせいたします。
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お申込方法及びご案内

① 1件のお申込で1名様～4名様までお申込ができます。

※お申込はお一人様につき1件のみとさせていただきます。お申込代表者は日本国内在住の方に限らせていただきます。

※代表者の方の名前の変更、他の方への譲渡はできません。

※同伴者の方の変更が生じた場合は、旅行開始日の前日から起算して21日前までは、同伴者様のお名前の変更が可能ですが、20日前以降は変更

   できません。

② チケットの座席番号は抽選とさせていただきます。2名以上でご参加される場合、1席空けてお隣りの席となります。

③ お申込の結果、旅行代金のお支払い案内については、代表者の方へ1月13日(水)頃に発送いたします（到着まで2～3日かかります）。

旅行の契約はご旅行代金をお振込いただいた時点で成立となります。

ご当選された方は2021年1月21日（木）までにご入金をお願いいたします。予めご了承の上、お申込ください。

●ご案内・ご注意
① 連泊コースの設定はございません。

② 到着時間は交通事情により遅くなる場合がございます。予めご了承ください。

大雪などによる交通事情により苗場プリンスホテル到着が遅れ、開場、開演時間に間に合わない場合は希望される方にコンサートチケット代（7,000円）

を払戻しいたしますが、それ以外の対応は致しかねます。予めご了承の上、お申込くださいますようお願いいたします。

③ ツアーコースの違う方と同じ部屋に宿泊する事はできません。

④ お申込多数の場合、ご希望の部屋タイプをお取りできない場合もございます。予めご了承ください。

⑤ お部屋のタイプは4号館ツインルームA・ゲレンデ側(2名or3名利用)、ツインルームB・川側(1名or2名利用)、2号館ファミリーツイン（2～4名利用)、

2号館暖らんRoom（2～4名利用)、となります。

※お部屋仕様は苗場プリンスホテルホームページ（http://www.princehotels.co.jp/naeba/room/）客室一覧をご覧ください。

⑥ 新幹線のお席は、お申込完了（旅行代金入金後）時点では確保できておりません。また、予約状況によりご希望便が確保できない場合が

ございます。その場合、ご出発の21日前を目処にご希望の時間にできる限り近い列車を代案としてご案内させていただきます。ご了承ください。

また、同一グループでもお席が離れる場合がございます。 なお、JR乗車券・指定券は団体券のため、お申込後の乗車変更及び払戻しはできません。

⑦ 最少催行人員：1名

⑧ 相部屋はお受けしておりません。1名様でご参加される方は、1人部屋ご利用追加代金を申受けます。

また、お部屋のタイプはツインルームB・川側のみとなり、お部屋の数に限りがあるため、例年お申込いただきましてもご案内できないケースが多くあります。

2名様以上でのお申込をお勧めいたします。

⑨ 復路ホテル発→越後湯沢行きシャトルバスの時間変更は、ツアーシャトル内で空席がある場合のみ、現地対応いたします。

一般宿泊者が利用する[苗場プリンスホテル宿泊者専用バス]にはご乗車いただけません。

◎ ホテルのチェックインは15：00から、チェックアウトは11：00です。

・電子チケットは、電話番号が090、080、070で始まるスマートフォンで、iOS 11.0、Android 5.0以上の端末に対応しています(ご利用端末のOSを最新の状態

  にアップデートしていただくことを推奨しております)。フィーチャーフォン・タブレット端末・らくらくスマートフォン・ガラホではご利用いただけません。

・電子チケットのご利用にあたり、Plus member ID(無料)へのご登録が必要になります。

  登録完了後、専用アプリ『チケプラ』にPlus member IDとパスワードでログインしていただきます。

　※既にゴスペラーズID(Plus member ID)をお持ちの方は、新たに登録の必要はございません。お持ちのIDでログインしてください。

・チケットは、専用アプリ『チケプラ　電子チケット』でのチケット表示となります。チケットの表示開始はメールでご案内いたします。

・同伴者分も含めたチケットが購入者の端末に表示されます。チケットは必ず分配いただき、ご入場の際はお1人様につき1台の

  スマートフォンにチケットを表示いただきます。

 ▶「チケプラ」の分配操作方法　https://tixplus.jp/feature/dticket_guide/give.html

「チケプラ」アプリの登録方法

①お申込み時に登録した電話番号のスマートフォンに「チケプラ」アプリをインストールしてください。

②ゴスペラーズID(Plus member ID)でログインしてください。

▶「チケプラ」説明ページ　https://tixplus.jp/feature/naeba2021_jr/

「チケプラ」アプリの操作に関するお問合せ：チケプラカスタマーサポート(平日11:00～12:00/13:30～18:00)　https://help.tixplus.jp/

ツアー（朝食付プラン・夕食付プラン）でご参加いただいた方は、リフト券を特別割引料金にてご購入いただけます。※詳細は、最終案内にてご案内いたします。

未就学のお子様につきましては、コンサートの座席、JR・バスの座席、ベッド、御食事が必要なければ無料です。

今シーズンは苗場プリンスホテル内の託児室の営業はございません。

・・・・・リフト券割引販売について・・・・・

・・・・・未就学のお子様のご参加について・・・・・

●お申込方法

電子チケット「チケプラ」について

〈チケプラ分配操作方法〉

〈チケプラ説明ページ〉

https://tixplus.jp/feature/dticket_guide/give.html


1 お申込み方法と旅行契約の成立/(1)当社所定の申込書に所定の事項を 6 最少催行人員　1名様

記入の上、お申込みください。(2)旅行契約は、当社が承諾し、申込金また 添乗員/添乗員は同行いたしません。現地係員がご案内いたします。

は旅行代金を受領したときに成立するものとします。 7 特別補償/当社は、当社の責任が生じる否かを問わず、特別補償規定

2 旅行代金のお支払い/旅行代金は開始日の前日から起算してさかのぼって に定めるところによりお客様がご旅行中にその生命、身体または荷物に被

15日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 られた一定の損害について、保証金及び見舞金をお支払いいたします。

3 取消料/お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解 ただし、その損害が疾病、お客様の故意、酒酔い運転または危険な運転

除することができます。なお、取消日とは、お客様が当社またはお申込み箇 中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金をお

所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。 支払いいたしません。

取消日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって） 取消料 8 旅程保証/当社は、パンフレットに記載した契約内容のうち、別に定める

a) 20日目にあたる日から8日目にあたる日まで 旅行代金の20％ 重要な変更が生じた場合は、旅行代金に1%～5%の所定の率を乗じた額

b) 7日目にあたる日から2日目にあたる日まで 旅行代金の30％ の変更補償金をお支払いいたします。ただし、一募集型企画旅行につき

c) 旅行開始日前日 旅行代金の40％ 合計15%を上限とし、また補償金の額が1,000円未満のときはお支払いい

d) 旅行開始日当日 旅行代金の50％ たしません。

e) 旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の100％ 9 当社による契約の解除、次の場合当社は旅行契約を解除することがあり

4 お客様のご都合でお申込みコースや出発日を取消され、新たに別のコースや ます（一部例示）。①お客様の数が契約書面に記載した最少催行人数

出発日をお申込みになる場合、またお申込み人数を取消される場合も、旅 に達しなかったとき。この場合は当社は旅行開始日の前日から起算してさ

行代金に対してお一人様につき上記の取消料の対象となりますのであらかじ かのぼって13日目に当る日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知しま

めご了承ください。 す。②旅行代金を期日までにお支払い頂けないとき。③申込条件の不適

5 旅行代金の変更/お申込みいただいた人数の一部を取消される場合は条 合。④病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可

件の変更になります。実際に参加頂くお客様の旅行代金が変更となる場 能なとき

合がありますのであらかじめご了承ください。まお、詳しくは係員にお尋ねく 10 この旅行条件は2020年10月1日現在を基準としています。

ださい。

　●個人情報の取り扱いについて

当社は旅行手配等のために必要な範囲内において、運送・宿泊機関・チケット会社等にお客様の個人情報を提供いたします。また、当社は旅行先でのお客

様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人情報を海外・国内の免税店等の事業者に提供します。この場合、お客様のお名前、パスポート番号および搭乗

される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客様

に同意いただくものとします。

　【お問合せ先】　　 【旅行企画・実施】

　[受託販売]　株式会社キャピタルヴィレッジ　　 株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス　第２営業支店

　　〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3　東栄神宮外苑ビル3階 〒101-0024　東京都千代田区神田和泉1-13　

　　Tel.03-3478-9999 (月～金12:00～17:00土日祝休) 住友商事神田和泉町ビル14F

　　https://www.capital-village.co.jp

      ※お取消・ご変更のご連絡が営業日・営業時間以外の場合は翌営業日の扱いとなりますので

         予めご了承ください。

　東京都知事登録旅行業第2-4516号 総合旅行業務取扱管理者：根岸未奈

   ※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の取り扱う営業所での取引責任者です。

　    このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら

      ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。 　管理番号: 044920121001 -  K  -  PHP

  詳しい旅行条件を説明した書面を用意しておりますので、事前にご確認の上、お申込みください。旅行契約の内容、条件は当パンプレットの記載内容および別途

　お渡しする旅行条件書、確定書面ならびに当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

国内募集型企画旅行条件書抜粋

お申込みになる前にお読みください
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