令和２年６月１２日

報 道 関 係 各 位
プレスリリース

佐渡汽船株式会社

本土発限定・乗用車運賃特別割引「夏割キャンペーン」実施のお知らせ
このたび、下記のとおり本土発限定（往路が新潟発または直江津発）の乗用車運賃特別割引を実
施いたします。
記
特別割引の種類 および 実施期間
１．本土発限定 「マイカー・シニア得割６０」
実施期間：令和２年７月１日(水)～８月３０日(日)
２．本土発限定 「週末乗用車運賃特別割引」
実施期間：令和２年７月３日(金)～８月３０日(日)
航

路

対 象 便

運

新潟航路 または 直江津航路

※適用除外日あり（別紙参照）
※適用除外日あり（別紙参照）

※往路が新潟発または直江津発の利用限定

【往路】新潟発カーフェリー または 直江津発高速カーフェリー
【復路】両津発カーフェリー または 小木発高速カーフェリー

賃
（燃料油価格変動調整金を含む）
航路
車両の長さ

７月～８月
自動車航送運賃
(往復･回遊)

３ｍ未満
３ｍ以上 ４ｍ未満
４ｍ以上 ５ｍ未満
５ｍ以上 ６ｍ未満

新潟航路

直江津航路

23,050円
29,000円
34,890円
41,820円

27,180円
33,510円
39,840円
47,270円

回

遊

25,480円
31,710円
37,900円
45,190円

※上記表は１０日以内に往復または回遊した場合の運賃です（運転者１人の２等運賃を含む）。
（燃料油価格変動調整金を含む）

特別割引
に該当する場合
(往復･回遊)

航路
車両の長さ

３ｍ未満から６ｍ未満

新潟航路

２１，９００円

直江津航路

２４，７４０円
※5 日以内に往復
する場合 24,030 円

回 遊

２３，３２０円

※上記表は１０日以内に往復または回遊した場合の運賃です（運転者１人の２等運賃を含む）。
※車両の長さや往復期間によっては、1,150 円（5.0％）～23,240 円（49.2％）の割引
適用条件

予約受付

【事前予約制】

特別割引の種類によって適用条件が異なりますので、詳細は別紙の
チラシをご参照ください。

６月１３日（土）８：３０から予約受付を開始いたします。
既に予約済みのお客様も、適用条件に該当する場合には、乗船当日に特別割引を
適用いたします。

お客様のご予約・お問い合わせ先

ナビダイヤル®

０５７０－２００３１０

インターネット予約 ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｓａｄｏｋｉｓｅｎ．ｃｏ．ｊｐ/
以 上
【本件についてのお問い合わせ先】
佐渡汽船株式会社 輸送部 輸送課
電話 ０２５－２４５－７５２２ 営業時間(平日)8:30～17:00

６０歳以上の運転者限定・事 前 予 約 制 ・ 日 帰 り 不 可

期 間

令和２年７月１日（水）～８月３０日（日）
※但し、往路･復路のいずれか、または往復ともに8月7日～8月16日の場合はご利用できません。

航 路
対象便
運 賃
通常運賃

新潟航路

または

※往路が新潟発または直江津発の利用限定

【往路】新潟発カーフェリー

または

直江津発高速カーフェリー

【復路】両津発カーフェリー

または

小木発高速カーフェリー

乗用車１台
車両の長さ
（３ｍ未満から６ｍ未満の場合）

新潟航路
23,050円～41,820円
往復
直江津航路
27,180円～47,270円
往復
回 遊

直江津航路

往復

または

回遊

特別割引運賃

新潟航路 往復
直江津航路 往復

主な適用条件

乗用車１台（３ｍ未満から６ｍ未満）
運転者１人の２等運賃を含む

21,900円
24,740円
(5日以内に往復する場合：24,030円)

25,480円～45,190円

※１０日以内に往復または回遊した
場合の運賃です
※運転者１人の２等運賃を含む

※燃料油価格変動調整金を含む

回 遊

23,320円

※１０日以内に往復または回遊した場合の運賃です
※同乗者の旅客運賃は別途必要となります
乗用車１台（５ｍ未満）と運転者１人（２等）でご利用した場合、通常より
新潟航路12,990円、直江津航路15,100円、回遊14,580円もお得!!

①満６０歳以上の運転者が乗車している乗用車（車両の長さが６ｍ未満に限る）が対象
となります。※乗船手続きの際に、運転免許証の提示が必要となります。
②往路乗船日の前日までに、弊社窓口にて乗船券を購入した場合、または電話やインタ
ーネットで予約した場合に適用となります。
③往路乗船日が上記期間内で、往路乗船日を含めて１０日以内に同一サイズの同一車両で往復
③または回遊する場合に適用となります。但し、日帰り利用の場合は割引が適用となりません。
④割引対象は乗用車のみとなります。（バス・貨物車・バイクは割引対象外です）
⑤乗船券購入後、乗船便の変更等により適用条件に該当しなくなった場合は、普通運賃
との差額をいただきます。
⑥往路券使用後の復路券の払い戻しはできません。
⑦他の旅行商品や「乗用車限定･インターネット予約事前決済割引」との併用はできません。
[注意] ３ｍ未満の乗用車で新潟航路を利用する場合、インターネット予約事前決済割引がお得となります。

適用となる乗用車の範囲
①

②

（車検証の記載内容をご確認ください）

人を運送する乗車定員１０人以下の普通自動車･小型自動車･軽自動車で､分類番号が3､30～39､300～399､30Ａ～39Ｚ､
3Ａ0～3Ｚ9､3ＡＡ～3ＺＺ､5､7､50～59､70～79､500～599､700～799､50Ａ～59Ｚ､70Ａ～79Ｚ､5Ａ0～5Ｚ9､7Ａ0～7Ｚ9､
5ＡＡ～5ＺＺ､7ＡＡ～7ＺＺ､8､80～89､800～899､80Ａ～89Ｚ､8Ａ0～8Ｚ9､8ＡＡ～8ＺＺのもの。
(但し､8､80～89､800～899､80Ａ～89Ｚ､8Ａ0～8Ｚ9､8ＡＡ～8ＺＺはキャンピングカー及び車いす移動車に限る)
貨物も運送できる乗車定員４人以上１０人以下の普通自動車･小型自動車･軽自動車で､分類番号が1､10～19､100～199､
10Ａ～19Ｚ、1Ａ0～1Ｚ9、1ＡＡ～1ＺＺ、4､6､40～49､60～69､400～499､600～699､40Ａ～49Ｚ､60Ａ～69Ｚ､4Ａ0～4Ｚ9､
6Ａ0～6Ｚ9､4ＡＡ～4ＺＺ､6ＡＡ～6ＺＺのもの。
(乗車定員が4人以下の場合であっても､カッコ書きで4人以上の最大定員が記載されている場合は割引の対象となります)

電話予約 ナビダイヤル® ０５７０－２００３１０ 営業時間８：３０～１７：００
インターネット予約 https://www.sadokisen.co.jp/

事前予約制・日帰り不可

期 間 令和２年７月３日（金）～８月３０日（日）

の金曜・土曜・日曜・祝日往路出発限定

※但し、往路･復路のいずれか、または往復ともに8月7日～8月16日の場合はご利用できません。

航 路

新潟航路 または 直江津航路

対象便

【往路】 《金曜・土曜・日曜・祝日出発限定》
新潟発カーフェリー または 直江津発高速カーフェリー

※往路が新潟発または直江津発の利用限定

【復路】 両津発カーフェリー または 小木発高速カーフェリー

運 賃
通常運賃

乗用車１台 往復 または 回遊
車両の長さ
（３ｍ未満から６ｍ未満の場合）

新潟航路
23,050円～41,820円
往復
直江津航路
27,180円～47,270円
往復
回 遊

※燃料油価格変動調整金を含む

特別割引運賃
新潟航路 往復
直江津航路 往復

25,480円～45,190円
回 遊

※１０日以内に往復または回遊した
場合の運賃です
※運転者１人の２等運賃を含む

乗用車１台（３ｍ未満から６ｍ未満）
運転者１人の２等運賃を含む

21,900円
24,740円
(5日以内に往復する場合：24,030円)
23,320円

※１０日以内に往復または回遊した場合の運賃です
※同乗者の旅客運賃は別途必要となります
乗用車１台（５ｍ未満）と運転者１人（２等）でご利用した場合、通常より
新潟航路12,990円、直江津航路15,100円、回遊14,580円もお得!!

主な適用条件

①運転者が乗車している乗用車(車両の長さが６ｍ未満に限る)が対象となります。
※バス・貨物車・バイクは割引対象外となります。
②往路乗船日が上記期間内の対象便で、往路乗船日を含めて１０日以内に同一サイズの同一車両
②で往復または回遊する場合に適用となります。但し、日帰りの場合は割引が適用となりません。
③往路乗船日の前日までに、弊社窓口にて乗船券を購入した場合、または電話やインター
ネットで予約した場合に適用となります。
④乗船券購入後、乗船便の変更等により適用条件に該当しなくなった場合は、普通運賃と
の差額をいただきます。
⑤往路券使用後の復路券の払い戻しはできません。
⑥他の旅行商品や「乗用車限定・インターネット予約事前決済割引」との併用はできません。
[注意] ３ｍ未満の乗用車で新潟航路を利用する場合、インターネット予約事前決済割引がお得となります。

適用となる乗用車の範囲

（車検証の記載内容をご確認ください）

① 人を運送する乗車定員１０人以下の普通自動車･小型自動車･軽自動車で､分類番号が3､30～39､300～399､30Ａ～39Ｚ､
3Ａ0～3Ｚ9､3ＡＡ～3ＺＺ､5､7､50～59､70～79､500～599､700～799､50Ａ～59Ｚ､70Ａ～79Ｚ､5Ａ0～5Ｚ9､7Ａ0～7Ｚ9､5ＡＡ～
5ＺＺ､7ＡＡ～7ＺＺ､8､80～89､800～899､80Ａ～89Ｚ､8Ａ0～8Ｚ9､8ＡＡ～8ＺＺのもの。
(但し､8､80～89､800～899､80Ａ～89Ｚ､8Ａ0～8Ｚ9､8ＡＡ～8ＺＺはキャンピングカー及び車いす移動車に限る)
② 貨物も運送できる乗車定員４人以上１０人以下の普通自動車･小型自動車･軽自動車で､分類番号が1､10～19､100～199､
10Ａ～19Ｚ、1Ａ0～1Ｚ9、1ＡＡ～1ＺＺ、4､6､40～49､60～69､400～499､600～699､40Ａ～49Ｚ､60Ａ～69Ｚ､4Ａ0～4Ｚ9､6Ａ0～
6Ｚ9､4ＡＡ～4ＺＺ､6ＡＡ～6ＺＺのもの。
(乗車定員が4人以下の場合であっても､カッコ書きで4人以上の最大定員が記載されている場合は割引の対象となります）

電話予約 ナビダイヤル® ０５７０－２００３１０ 営業時間８：３０～１７：００
インターネット予約

https://www.sadokisen.co.jp/

