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東日本旅客鉄道株式会社新潟支社
（一社）佐渡観光交流機構
（公財）新潟観光コンベンション協会

「佐渡島の金山」「みなとまち新潟」
佐渡市・新潟市 秋の観光キャンペーン開催！
佐渡市、新潟市、JR 東日本新潟支社が連携し、2022 年 9 月 1 日（木）～11 月 30 日（水）の
期間、佐渡市・新潟市エリアにて、秋の観光キャンペーンを開催します。
世界文化遺産に国内推薦された「佐渡金山」や自然を楽しむ島旅、「みなとまち」の歴史・文化
が残る新潟の魅力をぜひ体感・体験してください。
１． キャンペーン概要
佐渡市は「佐渡金山」を始め、自然や非日常な場・コト等の新たな魅力の発見や

両津港

島旅の「アクセスの良さ」を、新潟市は歴史・文化の魅力の再発見と「巡りやすさ」を
皆さまにお届けします。この佐渡市・新潟市を一つのエリアとして楽しんでもらえる
新潟港

よう期間中、魅力を発信していきます。

佐渡汽船
ジェットフォイル
新潟港～両津港

最速 1 時間 7 分！
新潟駅

■キャンペーン期間：2022 年 9 月 1 日（木）～11 月 30 日（水）
上越新幹線
東京駅～新潟駅
最速 1 時間 36 分！

さ ど

■キャンペーンテーマ：「佐渡島の金山」 「みなとまち新潟」
■キャンペーンポスター・のぼり：JR 東日本の駅や、佐渡市・新潟市の観光スポット等で掲出予定

ポスター(イメージ)
のぼり(イメージ)

２． オープニングイベント

キャンペーン開催を記念し、オープニングセレモニーと臨時列車のお見送り等を実施します。
※時間・内容等は予定です。
【 日 時 】 2022 年 9 月 3 日（土）9:20～10:00 頃
【 場 所 】 新潟駅在来東改札前広場
【 内 容 】 出席者挨拶、テープカット、郷土芸能の披露
臨時列車に合わせたお見送り(4 番線）等
【出席者】 佐渡市、新潟市、JR 東日本新潟支社等の関係者
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３． 佐渡市・新潟市の主なコンテンツ
（１） 自然・アウトドア 【佐渡エリア】
雄大な風景・自然やアウトドア体験などを楽しみ、ゆったりとした島時間を過ごしませんか。

佐渡金山

北沢浮遊選鉱場跡

琴浦洞窟

岩首昇竜棚田

（２） 歴史・文化 【新潟エリア】
古くから「みなとまち」として栄えた新潟で、歴史と文化の体験をしてみませんか。

萬代橋（奥）
柳都大橋（手前）

古町芸妓
（お座敷遊び）

旧齋藤家別邸

北方文化博物館

（３） 食・酒 【共通】
佐渡・新潟の新鮮な素材や「米どころ新潟」ならではのお酒を存分に楽しみませんか。

新潟エリア

佐渡エリア

４． 期間中の主なツアー・イベント
佐渡エリア（佐渡金山関連）

（１） 北沢浮遊選鉱場ライトアップ【イベント】

特別企画

佐渡金銀山で採掘された鉱石を細かく砕き、金銀などの有用
鉱物を輩出していた施設の跡地。キャンペーン期間中の夜は特別
限定色でのライトアップで普段と違った表情が楽しめます。
（２） ISLAND MIRRORGE（史跡 佐渡金山）【ツアー】
専用の MR（Mixed Reality）グラスを装着して、道遊坑を歩
きながら幻想的な異世界を体感するウォークスルー型アトラクシ
ョンです。
（３） ホテルファミリーオ佐渡相川限定プラン【宿泊プラン】

特別企画

ホテルファミリーオ佐渡相川では「佐渡島の金山」の世界遺産
推薦決定を記念し、「史跡 佐渡金山」の入場引換券付き宿泊プラ
ンをおトクな特別価格にて販売しています。
〇史跡 佐渡金山≪２坑道共通≫入場引換券付きプラン（2 食付）
料金:ツインルーム 2 名利用時 大人 1 名 10,850 円（税込）～
宿泊プランの詳細、ご予約は HP またはお電話からご利用ください。
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佐渡エリア（自然・アウトドア）

（４） 佐渡で発見！エンジョイプラン【ツアー】
佐渡の旅をより楽しんでいただくために「体験」プランを多
数ご用意しております。アクティビティを楽しむのであれば、
「日本百景の加茂湖でカヤックナイトクルーズ」、アウトドアな
ら「手ぶらでキャンプ！（1 泊 2 日プラン）」、トレッキングや散
策なら巨大杉が見られる「佐渡エコツアー」「世界農業遺産
（GIAHS）を知る岩首棚田里山散策」があります。詳細は「さど観光ナビ」サイトをご参照ください。

新潟エリア

（５） ランチ付き新潟花街茶屋【ツアー】
みなとまち新潟が誇る新潟古町芸妓の舞をお得なランチ付きで鑑賞してみませんか。新潟市
内の老舗割烹を会場に、和食ランチを召し上がったあと、新潟古町芸妓の舞やお座敷遊びの体験
を楽しめるイベントです。詳細は新潟市公式観光情報サイト「旅のしおり」をご参照ください。
（６） 湊町新潟のおもてなし～200 年の伝統を誇る「新潟古町芸妓」と日本酒の魅力発見「今代司酒造」
～【ツアー】 9/8～9

【🄫新潟観光コンベンション協会】

特別企画

1 泊 2 日の Web 申し込み限定ツアーです。本ツアーで
は、ご旅行の前に全２回（9/1、9/5）の旅前オンラインスク
ールを開催し、新潟・古町の芸妓と日本酒文化を学んだ後

【今代司酒造提供】

に現地を訪問する連動企画となっています。詳細は「日本の旅、鉄道の旅」商品専用ページをご参
照ください。（※大人の休日倶楽部会員以外のお客さまもご参加いただけます。）
（７） オープントップバス「宙バス」【ツアー】
自然豊かな新潟の風を受けて走り、これまで気付かなか
った新しい魅力を発見してみませんか。一般的な観光バス
より高い位置に客席を設け、屋根のない解放感を楽しみな
がら新潟の観光スポットを巡るコースです。
（８） ぐる～んバスで巡る！酒蔵ぶらり旅【ツアー】 10/30 までの土休日のみ

特別企画

新潟市西蒲区の観光スポットや、彌彦神社を巡る周遊バス「にしかん観光周遊ぐる～んバス」に、
「西蒲区の酒」をテーマにした新たな乗車プランが始まります。期間中は様々な施設で「西蒲区の
酒」が堪能できるほか、購入者限定の特典もあります。
（９） 駅からハイキング（産学連携）【イベント】 10/1～１１/３０

特別企画

国際外語・観光・エアライン専門学校（新潟市中央区）の学生が、みな
とまち新潟の魅力と秋を満喫できるおすすめコースを企画しました。
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佐渡・新潟エリア共通イベント

（１０） 「佐渡島の金山」「みなとまち新潟」スマホ de スタンプラリー

特別企画

スタンプを集めながら佐渡と新潟の魅力に触れてみませんか。スマートフォンやタブレットから
「SpotTour アプリ」をダウンロードしてご参加ください。キャンペーン期間中、スタンプ対象箇所
（佐渡市 10 箇所、新潟市 11 箇所）を巡り、6 個取得すると先着 3,000 名様に賞品をプレゼン
ト。更に抽選で３０名様に佐渡市・新潟市の特産品が当たります。
（１１） 佐渡市・新潟市のお買いものは Suica で！JRE POINT を当てよう！キャンペーン

特別企画

キャンペーン期間中、JRE POINT サイトに登録した Suica でエントリーの
うえ、対象観光施設や店舗で 500 円（税込）以上 Suica 等※でお買いものを
し、 条件を達成すると抽選で 65 名様に JRE POINT をプレゼント。
※「CoCoLo 新潟」では JRE POINT カードの提示が必要となります。
※詳しくは JR 東日本ホームページ「エリア・観光」新潟県ページをご確認くだ
さい（準備出来次第公開します）。
（１2） 産直市

特別企画

上野駅、大宮駅にて、佐渡・新潟の特産品の販売や、自治体等と連携した観光 PR を行います。
【うまさぎっしり新潟産直市】 10/25～30
場所：上野駅グランドコンコース

運営：JR 東日本新潟シティクリエイト株式会社

【新潟・阿賀野産直市】 11/13～18
場所：大宮駅西口イベントスペース

運営：JR 東日本新潟シティクリエイト株式会社

※主なツアー・イベントの詳細は、各社ホームページ等をご確認ください。
５． 佐渡・新潟のお出かけに便利なサービス
（１） にいがたシェアバイク

リニューアル

9/1 から「にいがた２km シェアサイクル」に生まれ変わります。新潟市
内の約 30 箇所で貸出・返却が可能です。台数も 150 台にパワーアップ。
アプリをダウンロードしてご利用ください。RingoPass でもご利用いただけます。
（２） 佐渡汽船
新潟港から最速 1 時間 7 分で佐渡島（両津港）に到着するジェットフォイ
ル、ゆっくり楽しむカーフェリー、快適な船旅で佐渡にお越しください。ま
た、便利な S チケットサービスや、Suica でご利用ください。
（３） 定期観光バス 10/1～11/27 の期間の土休日運行
佐渡の名所を効率よく・楽しく巡ることができるバスツアーです。（運行会社：新潟交通佐渡㈱）
〈おけさ（午前）コース〉西三川ゴールドパーク、トキの森公園
〈おけさ（午後）コース〉佐渡歴史伝説館、尾畑酒造、佐渡博物館、北沢浮遊選鉱場跡、佐渡金山
（４） 新潟市観光循環バス
新潟市内を約 1 時間かけて 1 周するバスは、「みなとまち」文化を味わ
える施設や、博物館、水族館、ピア Bandai などの観光スポットを巡りま
す。1 日乗車券は、大人 500 円、こども 250 円でご利用になれます。
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（５） にしかん観光周遊ぐる～んバス 10/30 までの土休日のみ運行
新潟市西蒲区の岩室温泉をはじめ、海・山などの自然や、カーブドッチ
ワイナリー・酒蔵・レストラン・カフェなどの美食、彌彦神社など魅力的な
観光スポットを巡ります。
（６） 駅から観タクン（新潟駅発コース）
新潟市歴史博物館みなとぴあなど新潟の歴史や文化を巡るコ
ースの他、新潟市の食文化などを楽しめるコースをご用意してい
ます。
※サービス内容は、各社ホームページ等でご確認ください。
６． 新潟へお越しの際に便利なサービス
（１） JR 東日本びゅうダイナミックレールパック
旅行のスタイルに合わせて、列車と宿を組み合わせてご予約。自分だけ
の旅行を作ることができます。ぜひ自分だけの旅行で、佐渡・新潟のご旅
行をお楽しみください。
（２） 新幹線 e チケット
新潟駅までは、東京駅から上越新幹線で最速１時間 36 分。新幹線の予
約は、JR 東日本の指定席予約サイト「えきねっと」が便利です。「えきねっ
と」限定の「新幹線 e チケットサービス」なら、きっぷを受取ることなく予
約情報と紐づけた交通系 IC カード・モバイル Suica などを自動改札機
にタッチするだけで、そのまま上越新幹線にご乗車いただけます。さらに
「新幹線 e チケット」限定の割引商品「えきねっとトクだ値」※なら、上越新
幹線がおトクに！ぜひ「新幹線 e チケット」を利用してお越しください。
※「えきねっとトクだ値」は列車・席数・区間限定、インターネット予約限定の商品です。
（３） えきねっと+駅レンタカープラン neo
えきねっと「JR きっぷ」でチケットレス商品(指
定席)を予約し、駅レンタカーを「えきねっと＋駅
レンタカープラン neo」専用ページからお申し込みいただくと(列車乗車日含む３日以内に利用
開始)、チケットレス商品の 10％相当の JRE POINT がたまります。
■佐渡市・新潟市内の対象の駅レンタカー営業所：佐渡両津、新潟
※サービス内容は、各社のホームページでご確認ください。
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７． 臨時列車（旅行商品専用）の運行
のってたのしい列車「海里」「越乃 Shu*Kura」が、新潟を
拠点に各方面へ特別に運行しますので、ぜひご利用ください。

越乃 Shu＊Kura

海里

なお、記載の列車は旅行商品専用の臨時列車となります。旅行会社でお買い求め下さい。
列車名

運転日

運転区間

越佐Shu＊Kura

９/3・4

新潟⇔上越妙高

もみじShu＊Kura

10/25、11/1

新潟⇔越後湯沢

周遊只見Shu＊Kura

11/13

置賜海里

11/3

越後海里

新潟→会津若松→新潟

発駅・発時間

着駅・着時間

新潟9:49頃

上越妙高13:20頃

上越妙高14:10頃

新潟17:43頃

新潟9:5７頃

越後湯沢12：20頃

越後湯沢1７:００頃

新潟1９:20頃

新潟7:01頃

会津若松13:32頃

会津若松15:32頃

新潟18:50頃

新潟10:11頃

小国12:37頃

小国14:35頃

新潟16:03頃

新潟10:12頃

柏崎13:16頃

新潟⇔小国

11/6

新潟⇔柏崎

周遊只見海里

11/12

新潟→会津若松→新潟

妻有海里

11/13

新潟⇔十日町

柏崎15:50頃

新潟18:19頃

新潟7:13頃

会津若松15:45頃

会津若松15:55頃

新潟18:50頃

新潟９:5７頃

十日町12:20頃

十日町14:4４頃

新潟18:30頃

※周遊只見海里・周遊只見 Shu*Kura は、信越本線～上越線～只見線～磐越西線～信越本線経由の運行です。

【9/3・4 の「越佐 Shu＊Kura」の取扱旅行会社】
旅行会社

お問合せ先

営業時間

申込み Web サイト

㈱JR 東日本びゅう
ツーリズム＆セールス

0570-0107-39

9:30～17:30

https://www.jrview-travel.com

㈱阪急交通社

0570-03-8689

㈱阪急交通社
新潟支店

0570-02-8939

月～金曜日
9:30～17:30
土・日・祝日
9:30～13:30

https://www.hankyutravel.com/

※9/3・4 に運行の「越佐 Shu*Kura」以外の臨時列車については、別途ご案内いたします。
８． 情報発信
「佐渡市・新潟市 秋の観光キャンペーン」の情報は、キャンペーン特設サイトにて発信するととも
に、JR 東日本新潟支社公式 SNS（Instagram と Facebook）でも随時お知らせいたします。
（１） キャンペーン特設サイト
佐渡市や新潟市の観光情報ページへのリンクのほか、臨時列車の運行や駅・運輸区・車両セン
ター等で行われるＪＲ東日本関連イベント情報ページへもアクセスいただけます。
https://www.jreast.co.jp/niigata/sadoniigata2022/
※ＪＲ東日本関連イベント情報ページは 8 月下旬の公開を予定しています。
（２） JR 新潟支社公式 SNS
① Ｉｎｓｔａｇｒａｍ：ＪＲ東日本新潟支社（＠ｊｒｅａｓｔ．ｎｉｉｇａｔａ）
https://www.instagram.com/jreast.niigata/
② Ｆａｃｅｂｏｏｋ：JR 東日本 新潟のってたのしい列車旅
https://www.facebook.com/rideandjoy.jreast.niigata/
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（３） JR 東日本 駅たびコンシェルジュ新潟
東日本エリアの観光情報のご紹介や、ご旅行全般のご案内
を行っております。キャンペーン期間中は、佐渡市・新潟市エリ
アの魅力的な情報発信を強化するとともに、イベントの開催も
予定しています。
（４） 大人の休日倶楽部 CM 放映・ポスター（カーブドッチワイナリー）
JR 東日本「大人の休日倶楽部」に起用されている吉永小百合
さんが、「カーブドッチワイナリー」を訪れた「新潟ワイナリー篇」
のテレビ CM を 9 月に放映予定です。また JR 東日本エリアの
主な駅などでポスターの掲出も予定しています。
９． 新型コロナウイルス感染防止の取組み
佐渡市、新潟市、JR 東日本グループは、お客さまに安心してご旅
行いただくために新型コロナウイルス感染症対策に関する取組み
を実施しています。詳細は、両市・JR 東日本のホームページをご覧
ください。なお、ご旅行に際しては、新型コロナウイルス感染症の状
況や、政府・自治体の要請等を踏まえたうえで、ご判断いただきま

（JR 東日本グループの取組みの一例）

すようお願いいたします。
１０．その他
（１） 掲載内容については、状況に鑑み、予告なく中止となる場合があります。
（２） 予定・準備中の内容については、決定次第お知らせいたします。
（３） 写真およびイラストはすべてイメージです（2022 年 7 月現在）。
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