拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、今年度もニュー・グリーンピア津南会場及び大割野特設会場において、つなん雪ま
つりを開催します。
多くのお客様に楽しんでいただけるよう企画・準備を進めておりますが、駐車スペースに
限りがあることから、本祭のツアーバスにつきましては、40 台に限定して募集させていただ
いております（応募多数の場合は抽選）。
応募に際しては、本要項をご確認くださいますようお願いいたします。
敬具

第 44 回つなん雪まつり本祭ツアーバス募集要項
1. 第 44 回つなん雪まつり（本祭）概要
 開催日：令和 2 年 3 月 14 日（土）
 会 場：ニュー・グリーンピア津南（新潟県中魚沼郡津南町大字秋成 12300 番地）
大割野特設会場（新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁 7997 番地）
 内 容：スカイランタン打上げ、SNOW WAVE ほかイベント多数開催
 入場・入館規制
・ ニュー・グリーンピア津南、津南町役場周辺、町内臨時駐車場は、本祭当日、許可
証を所持した車両以外入場及び駐車できません。
・ 本祭当日は終日、ニュー・グリーンピア津南ホテル棟への入館はご遠慮ください。
 ツアーバス駐車場（駐車には許可証が必要です）
・ ニュー・グリーンピア会場は「ニュー・グリーンピア津南第 2 駐車場」、大割野特設
会場は「津南町役場第 1 駐車場」となります。
・ 駐車場管理運営費は 1 台につき 40,000 円（税込）です。
 スカイランタン
・ 打上げ場所はニュー・グリーンピア津南スキー場ゲレンデです。
・ 打上げ可否判断を 18 時 30 分に行います。道路状況により、混雑する場合がありま
すので、18 時にはニュー・グリーンピア津南に到着するようにご協力お願いします。

2. 許可証について
 別紙の応募申込書によりご応募いただいた旅行会社様に発行いたします。ただし、応募
多数の場合は抽選とさせていただきます。
 この許可証により、ニュー・グリーンピア津南会場への入場、ニュー・グリーンピア津
南第 2 駐車場への駐車、津南町役場第 1 駐車場への駐車が可能です。

3. スカイランタンについて
(1) 販売方法・代金
 事前予約が必要です。引渡しは本祭当日に行いますが、当日販売は行いませんので、必
ず事前に必要数をお申し込みください。
 駐車場管理運営費とは別に、スカイランタン 1 個につき 1,500 円（税込）をいただきま
す。
(2) 販売個数
 スカイランタンの販売個数は、大型バス 1 台につき最大 22 個まで、中型バス 1 台につ
き 13 個までです。
※ スカイランタンの打上げは必ず「2 人以上 1 組」で行っていただくことから、各ツア
ーバスの最大申込数は「ツアー参加人数の半分まで」となります。
(3) 引渡し
 引渡し場所は、津南町役場第 1 駐車場です。
 スカイランタンの引渡しには、
「スカイランタン引換券」が必要です。許可証発送時に
あわせてお送りしますので、本祭当日にお持ちください。
(4) 保管・管理
 スカイランタン受取り後は、旅行会社様の責任のもとで保管ください。受取り後の破
損・汚損等による交換はできません。
 ツアーバスのお客様以外のランタン引換えは、19 時から行われます。混乱を避けるた
め、19 時まではバスの外に持ち出さないようお願いいたします。
 自然保護と安全性の観点から、独自のランタンを持参する行為は固く禁じます。持ち込
みが発覚した場合、ランタンの没収及び打上げへの参加制限をさせていただきます（本
雪まつりで使用しているスカイランタンは、自然に還る素材を使用しています）。
(5) 打上げ
 打上げ開始時刻は 19 時 30 分です。
 会場で打上げ方法の説明を行います。安全な打上げのため、必ずご参加いただくようお
客様にご周知ください。
 スカイランタンの打上げは天候に左右されるため、当日の天候によっては打上げを中
止することがあります。中止の場合の手続きは、
「9. 返金、個数変更について」をご確
認ください。
 スカイランタンは 2 人で持って打上げを行うため、1 人での打上げはできません。打上
げを希望する方は、最低 2 人からご参加ください。安全な打上げのため、3 人以上での
ご参加を推奨します。また、小学生のみでの打上げはできません。

4. 弁当・露店クーポン券・おみやげについて
(1) 弁当（NET 販売）・露店クーポン券（600 円分）
「食」を通じて、津南町の魅力をより多くのみなさまに知っていただきたく、津南町の
農家・飲食店が協力をして作る津南町特製弁当を 2 種類ご用意します。

[A]

弁当

[B]

弁当

※有名シェフにレシピ提供を依頼

3,300 円（税込）
1,700 円（税込）

上記に、ニュー・グリーンピア津南会場に出店する露店でご利用いただけるクーポン券
（600 円分）を組み合わせたセットも販売いたします。
[C]
[D]

弁当＋クーポン券（600 円分）
※有名シェフにレシピ提供を依頼
弁当＋クーポン券（600 円分）

3,800 円（税込）
2,200 円（税込）

(2) おみやげ
津南町の特産・名産品とパンフレットを詰め合わせたおみやげセットです。
[E]

おみやげセット

500 円（税込）

(3) 申込み・引渡し等
 別紙の応募申込書に必要数を記入のうえ、お申し込みください。
 弁当及びおみやげの引渡しは、スカイランタンとあわせて津南町役場第 1 駐車場で行
います。
 クーポン券は、許可証発送時にあわせてお送りいたします。
 ニュー・グリーンピア津南会場内は飲食スペースが限られていますので、弁当の飲食は
できる限り車中でお願いいたします。

5. 大割野特設会場駐車場（津南町役場第 1 駐車場）使用時間について
 スカイランタン等の引渡しを行う津南町役場第 1 駐車場は、大型バス 14 台 ＋ 中型バ
ス 1 台までしか同時駐車が出来ません。駐車場の使用時間が重複した場合、時間調整
をお願いすることがございますので、ご了承ください。

6. 応募について
(1) 応募方法
 別紙の応募申込書に必要事項を記入のうえ、応募期間内に FAX でお申し込みくださ
い。
 車両 1 台につき 1 枚の応募申込書をご提出ください。
 所定の応募申込書以外の用紙での応募、FAX 以外での応募、期間外の応募はすべて無効
です。
(2) 応募期間


令和元年 11 月 4 日（月祝）～令和元年 11 月 15 日（金）

 先着順ではありません。期間外の応募はすべて無効です。
(3) 応募先


森宮交通株式会社

FAX：0269-87-2575

 津南町役場、津南町観光協会、ニュー・グリーンピア津南では応募を受け付けておりま
せん。

7. 抽選について
 応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。
 抽選には、弁当やおみやげセットの購入、大割野特設会場への立ち寄り時間の長い旅行
会社様を優先します。
 抽選の結果（抽選にならなかった場合を含む。）は令和元年 11 月 25 日（月）までに FAX
で通知いたします。

8. 予約完了について
 上記 7 の通知が届きましたら、駐車場管理運営費を期日までに下記の振込先にお振込
みください。入金確認を以て正式予約完了となります。
 スカイランタン、弁当、露店クーポン券、おみやげの代金は、正式予約完了後に請求い
たします。
[振込期日] 令和元年 12 月 13 日（金）
[振 込 先] 八十二銀行 飯山支店

普通

62344

森宮交通（株） モリミヤコウツウ（カ

9. 返金、個数変更について
(1) 駐車場管理運営費
 正式予約完了後、駐車場管理運営費の返金はできません。
(2) スカイランタン
 令和 2 年 2 月 28 日（金）以降、個数の変更はできません。
 天候不順等により打上げが中止になった場合、すべて返却いただいたうえで、未開封の
ものに限り、1 個につき 1,000 円で返金いたします。
 お客様の都合により、スカイランタンが余った場合は、持ち帰らずに全て打上げてくだ
さい。未開封であっても返金できません。
 消防署の指導により、開封済みのスカイランタンも回収する必要があるため、すべて返
却いただきます。
(3) 弁当、露店クーポン券、おみやげ
 令和 2 年 2 月 28 日（金）以降、個数の変更及び返金はできません。

10. 公式ホームページへの掲載について
 当選された旅行会社様のホームページ（URL）をつなん雪まつり公式ホームページに掲
載させていただきますので、応募申込書内の「公式 HP への掲載」欄のどちらかに丸を
付けてください。不可の場合は掲載いたしません。

 旅行会社様の募集が終了している場合であっても、つなん雪まつり公式ホームページ
の掲載は継続させていただきます。また、都合により、つなん雪まつり公式ホームペー
ジへの掲載ができない可能性がありますので、ご了承ください。

●ツアーバスのお申し込みに関するお問合せ先
森宮交通株式会社（〒389-2702

長野県栄村北信 3475-1）

メール：toiawase@morimiya-kanko.com
ＦＡＸ：0269-87-2575
ＴＥＬ：0269-87-2736（電話対応時間 9:00～16:00）
ＵＲＬ：https://www.morimiya-kanko.com/
恐れ入りますが、お問合せは極力メールまたは FAX でお願いいたします。

第 44 回津南雪まつり実行委員会
事務局：新潟県中魚沼郡 津南町観光協会

