
21年目を迎えた恒例の苗場公演！今年はツアーファイナルとなる苗場。コンサートの他、妹尾 武ピアノ演奏、ぽんカレーハウスなど苗場オリジナル

イベントも開催！帰りの時間を気にすることなく、苗場の夜を盛り上がりましょう！

コンサートチケット、宿泊、交通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。

《スケジュール》
【1泊2日コース】 旅行期間　（1）2019年2月22日（金）～23日（土） （2）2019年2月23日（土）～24日（日）

⇒　10:00～10:30着 9便 　      　9:00～10:00発

⇒　10:30～11:30着 10便      　10:00～11:00発

⇒　11:30～12:00着 11便※注  11:00～12:40発 ⇒　13:20～15:00着

⇒　11:40～13:20着 12便※注　12:40～14:00発 ⇒　15:20～17:00着

⇒　13:00～14:30着 13便     　14:00～15:00発 ⇒　17:00～18:00着

⇒　15:00～16:30着 14便　     15:00～16:00発 ⇒　18:00～19:00着

⇒　17:00～18:00着 15便　     16:00～17:00発 ⇒　19:00～20:00着

⇒　19:30～20:00着 16便     　17:00～18:00発 ⇒　20:00～20:30着

　　※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4,5,6,11,12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。

　　また、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。

※大阪発バスツアーは深夜運行により、休憩時間を長くとらせていただきます。

※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。

【バスツアー利用予定バス会社】　新宿発：丸大観光バス、東京バス、中日臨海バス、東京ヤサカ観光バス

                                            仙台発：みちのく観光バス、名古屋発：名阪近鉄バス、帝産観光バス名古屋、名鉄観光バス / 大阪発：大阪ヤサカ観光バス、大阪バス、近鉄バス

　　★お申込の流れ

※WEB申込のみとなります。WEB申込ができない方は、キャピタルヴィレッジ（Tel.03-3478-9999）までお問合せください。

※すでにチケットをご予約済みでツアーに振替をご希望の方はツアー代金よりチケット代6500円を差引いた金額でご参加いただけます。

●WEB申込

https://ems12.webecs.biz/gospellers2019/ にアクセス！
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。お申込終了時に登録番号が表示されます。メモをお手元にご用意の上、お申込ください。

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(iPhone、iPadのみ）、Firefox、Google Chrome
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東京発 1日目

8便　   　 17:00～18:00発
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⇒　東京駅　⇒越後湯沢駅⇒苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ着

仙台発　⇒　苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ着
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⇒　12:00～13:00着

6便※注 　12:30～14:00発

7便　    　14:00～15:00発

2便　    　  8:00～8:30発
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(13:00)　　　　　　　(17:15頃)

苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ発　⇒　　新宿着

(12:30)　　　　　　　(18:30頃)

苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ発　⇒　　仙台着

　　　　　　             　（18:00～20:00着）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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

　　　　　　　　(無料送迎バス)　　　　　(新幹線)
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札幌、広島
朝発 1日目

(9:00～11:00頃発)

各空港　⇒　羽田空港　⇒　浜松町駅

朝発

(12:15)　　　　　　　(20:00頃)

名古屋発⇒　苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ着 苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ発　⇒　　名古屋着

2日目

3便　        8:30～9:20発

4便※注　   9:20～10:30発

5便※注     10:30～12:00発

1日目
(9:00)　 　  (12:30頃)

1便　        7:00～8:00発 ⇒　11:00～12:00着

＊＊＊＊＊今回のツアー申込は、「WEB申込」のみとなります。郵送申込はございませんので、お間違いのないようご注意ください。＊＊＊＊＊

【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

　　　　　(JR)　　(新幹線)　　　(無料送迎バス) 　(JR)　　(モノレール) 　(飛行機)

新宿発　⇒　苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ着

仙台発 朝発 1日目
(9:00)　　　　(15:00頃)

新宿発

■2019年2月22日（金）・23日（土）
■開場　20:30／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：6,500円（税込） ※全席指定

　      　　　　 (新幹線)
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名古屋発 朝発 1日目
(8：00)　　(15：00頃)

前夜発
大阪発　⇒　苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ着

大阪発

チケットぴあ、ローソンチケット、CNプレイガイド、キャピタルヴィレッジ

＊コンサートチケット一般発売：2018年12月1日（土）

※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。

※お申込される前に必ず別紙のご案内・ご注意もお読みください。

1～2日目
(23:30)　　(翌朝10:30頃)

（11:30～12:30頃）

※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。

苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ発　⇒　　大阪着

(11:45)　　　　　　　(21:30頃)

⇒　浜松町駅　⇒　羽田空港　⇒　各空港着

《受付期間》2018年11月5日(月) 12:00 ～ 11月12日(月) 17:00まで

福岡発

3日目

苗場ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ発 ⇒　越後湯沢駅　⇒　東京駅

　　　(飛行機)　　　　　(モノレール)

お申込み方法＜WEB限定＞

ゴスペラーズ坂ツアー2018～2019 “What The World Needs Now”

11月5日（月）
12:00〜
受付開始

11月16日（金）
当落結果発送予定

11月28日(水）
旅行代金入金締切

11月12日（月）
〜17:00
受付締切

＜申込フォーム＞

https://ems12.webecs.biz/gospellers2019/ にアクセス！


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、同行者の名前の変更、他の方への譲渡はできません。

※同伴者名も必ずご入力ください。万が一変更が生じた場合は、旅行代金のお振込前まで変更が可能です。

② 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11月16日（金）頃に発送いたします。

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11月28日（水）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（6,500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が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・6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)、

3号館ツインルームB(2名利用）、2・4号館ファミリーツイン（3～4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。

※苗場プリンスホテルのお部屋（号館）を指定するご希望はお受けできません（3号館を除く）。

⑥ JRツアーの新幹線のお席は、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 バスは全席禁煙とさせていただきます。

⑧ 最少催行人員：JRツアー2名/バスツアー各発着地30名/AIRツアー各発着地2名

※当社では、旅行者の人数が最少催行人員に達しない時は、旅行中止または変更をお願いする場合がございます。

   この場合は、出発日の13日前までにご通知いたします。

⑨ 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人部屋ご利用追加料金を申受けます。

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。

⑩ JRツアーの復路ホテル発→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。

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。※但し、AIRコースの場合は3歳より航空券代がかかります。

苗場プリンスホテル内に託児室（コンサート中も営業）があります。0歳児（6ヶ月）からお預かりいたします。※事前予約　　お問合せ：ハイジ　Tel.070-5547-1964

妹尾 武ピアノコンサート　Winter Lounge 2019

【時　間】 2/22（金）23（土）各日 ①18:00～（開場17:30）
（各回30分） ②19:30～（開場19:00）

③am0:15～（コンサート終了20分後に開場）
※③については、コンサート終演時刻により開場・開演時間を変更させていただく場合がございます。

※上記各時間帯「シャトレーヌ」は一般営業しておりません。

【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。

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。

●イベントの詳細については、旅行の最終案内にてご案内いたします。

※上記の各時間内にお越しいただけない場合、当選は無効となりますのでご注意ください。

※1グループ最大4名様までお申込いただけます。ご人数分のエントリー用紙にそれぞれご記入の上、ホッチキスで留めてお申込ください。

・・・・・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

苗場オリジナル企画

コンサートチケットと同封でお送りする「妹尾 武ピアノコンサートエントリー用紙」に必要事項をご記入の上、コンサート当日の15：30～16：30の間に

抽選後、17：00～17：30の間、下記の場所にて当選者の発表及び当選された方にはその場で入場整理券を発行いたします。

お申込の回により発表場所が異なりますのでご注意ください。

1回目公演：ブリザーディウム階段下カウンター　　　2回目・3回目公演：6号館フロント前

4号館ブリザーディウム階段下特設カウンターにてお申込ください。

★入場整理券申込方法★

※16：30以降に苗場プリンスホテルに到着される場合、エントリーはできませんので予めご了承ください。



【ツアー代金】お一人様（単位:円）※価格には消費税が含まれます。

（1）2月22日（金）公演（出発日：2019年2月22日（金）発、帰宅日：2月23日（土）着）≪1泊2日朝食付プラン≫

JR

（2）2月23日（土）公演（出発日：2019年2月23日（土）発、帰宅日：2月24日（日）着）≪1泊2日朝食付プラン≫

JR

【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(1朝食・バス/トイレ付)、ゴスペラーズオリジナルグッズ（非売品）

上記の内容に、JRツアーの場合は往復新幹線代（指定席）、バスツアーの場合は往復バス代、

AIRツアーの場合は往復航空券、往復新幹線代（指定席）、往復モノレール代が含まれております。

※JR･バス･AIRの座席の配列により同グループであってもお席が離れる場合がございますので予めご了承ください。

※バスは全席禁煙とさせていただきます。

【代金に含まれないもの】

上記“代金に含まれるもの”に記載のない費用

【オプション追加代金】

①夕食付プラン●朝食付プランの内容＋夕食付：2/22公演・追加代金＋4,400円、2/23公演・追加代金＋4,500円

②夕食＆リフト2日券付プラン●朝食付プランの内容＋1夕食、Mt.Naeba共通2日券(リフト･ゴンドラ･ロープウェイ券)付：

                                            2/22公演・追加代金＋9,100円、2/23公演・追加代金＋11,200円

※上記はお客様の都合により一部利用されなくても払戻しいたしません。

【出発日】

◆JRツアー 各コンサートの当日に出発いたします。

◆バスツアー 新宿・仙台・名古屋発：各コンサートの当日に出発いたします。 大阪発：各コンサートの前日夜に出発いたします。

◆AIRツアー 各コンサートの当日に出発いたします。

【出発集合場所】

◆JRツアー 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。

◆バスツアー ［新宿発］JR新宿駅西口　新宿センタービル前  ［仙台発］JR仙台駅　東口

［名古屋発］JR名古屋駅　西口　　 ［大阪発］JR新大阪駅前団体バス駐車場

◆AIRツアー 出発空港の指定された航空会社のチェックインカウンターで各自お手続きください。

【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。

　【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

〒101-0024　東京都千代田区神田和泉1-13　住友商事神田和泉町ビル14F

管理番号：044918091006　-　K　-　BSP

　　　http://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。

　　〒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

上記＋4,400円

上記＋9,100円 上記＋9,100円 上記＋9,100円 上記＋9,100円 上記＋9,100円 上記＋9,100円

40,000

ツインルームA

44,500

42,000バ
ス

新宿発 36,500 39,300 36,500

選択不可

　　Tel.03-3478-9999 (月～金11:00～18:00土日祝休)

上記＋4,500円

上記＋11,200円 上記＋11,200円 上記＋11,200円 上記＋11,200円 上記＋11,200円 上記＋11,200円

上記＋7,500円

上記＋4,500円 上記＋4,500円 上記＋4,500円 上記＋4,500円 上記＋4,500円

東京発 40,000 42,800

ビュー 川側 ゲレンデ側 ゲレンデ側
川側又はゲレンデ側

（選択不可）
ゲレンデ側

ビュー ゲレンデ側 ゲレンデ側
川側又はゲレンデ側

（選択不可）

68,500

ツアーコース
4・6号館 4・6号館 3号館 4・6号館 2・4号館

バ
ス 名古屋発 39,000 39,000 41,000

50,500

川側又はゲレンデ側
（選択不可）

2・4号館
ツインルームB ツインルームA ツインルームB ツインルームA ファミリーツイン ファミリーツイン

川側 ゲレンデ側

33,500

仙台発

東京発 37,000 37,000 39,000 37,000

39,000 39,000 41,000 39,000

新宿発 33,500 33,500 35,500

42,000

39,000

大阪発(各公演日前夜発） 47,500 47,500 49,500 47,500

68,500 70,500

福岡発 69,000 69,000 71,000

68,500

広島発 67,000 67,000 69,000 67,000

71,500

70,000 72,600

札幌発

69,000

42,000

72,000 74,600

A
I
R

3号館 2・4号館

夕食付プラン

夕食＆リフト2日券付プラン

上記＋4,400円 上記＋4,400円 上記＋4,400円

4・6号館

1名1室利用追加代金 選択不可 選択不可 選択不可 選択不可上記＋5,500円

上記＋4,400円 上記＋4,400円

ツアーコース
4・6号館 4・6号館

ツインルームAツインルームB

仙台発

名古屋発 42,000 44,800

50,500

36,500

大阪発(2/23夜発） 50,500

41,000

46,500

46,500

川側又はゲレンデ側
（選択不可）

2・4号館

40,000

ファミリーツイン ファミリーツイン

選択不可 選択不可 選択不可

44,800

53,300

42,000

50,500

42,000

42,000

42,000

ツインルームB

選択不可

広島発 70,000 70,000

58,300

A
I
R

札幌発 71,500 71,500

福岡発 72,000 74,80079,800

74,300

72,000

72,800 70,000

79,300

77,800

55,000

76,000

74,500

1部屋当たりの利用人数 2名1室利用 3名1室利用 4名1室利用

42,600

39,100

44,600

44,600

53,100

74,100

71,500

47,800

44,300

49,800

49,800

夕食付プラン

72,00076,500

1名1室利用追加代金 選択不可

夕食＆リフト2日券付プラン

40,000

36,500
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