
［宿泊対象期間］
2020年8月1日（土）～8月30日（日）

宿泊分まで

［申込対象者］
新潟県内在住の大人

［割引内容］

県内宿泊施設利用
1人当たり10,000円以上の宿泊に対し、

5,000円の割引

1人当たり6,000円以上10,000未満の宿泊に
対し、3,000円の割引

つなぐ、にいがた。

新潟県民宿泊割引キャンペーン

掲載以外の新潟県内宿泊施設ご宿泊で
割引適応可能です

8月延長決定



《旅行申込／プランのお問合せは・・・》

新潟運輸㈱ 旅行事業部
観光庁⾧官登録旅行業 第1597号
総合旅行業務取扱管理者:横山 新一

【本社営業所】 TEL:025-285-5661
新潟市中央区女池北1-1-1[新潟運輸(株)本社隣] 
営業時間:平日9:30~18:30 定休日:土・日・祝日

【伊勢丹トラベルコーナー】TEL:025-201-7566
新潟市中央区八千代1-6-1[新潟伊勢丹6階] 
営業時間:日～金曜・祝日 10:00～19:00／土曜 10:00～19:30
定休日:新潟伊勢丹に準じます。

旅館
HP

■料金に含まれるもの／宿泊費1泊2食付き

■客室タイプ／和室

■お食事条件／夕食・朝食 共に和食 広間又は個室

■ご利用時間／チェックイン15:00 チェックアウト10:00

■ご利用条件／大人2名様以上でお申込みください。
お子様の代金についてはお問合せ下さい。

宿泊特典

ゆのくにの森入村券付き♪

宿泊費 お一人様（税込み）
※入湯税は宿泊施設へ直接お支払いください

平日・休日 休前日

4名以上1室利用 12,100円 15,400円

3名1室利用 13,200円 17,050円

2名1室利用 15,400円 20,350円

設定期間：2020年6月4日（木）～ 8月31日（月）のご宿泊まで
除外日※8/8･9、8/13～15

旅行応援 宿泊プラン

◆ご旅行条件（要旨） お申込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。
(1)この旅行はKIJトラベル 新潟運輸(株)旅行事業部（以下「当社」といいます。）が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契
約を締結することになります。
(2)「手配旅行契約」（以下「旅行契約」といいます）とは、当社がお客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に
関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることが出来るように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(3)取消料のご案内･･･旅行契約の成立後、お客様のご都合で取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき下記４料率で取消料をいただきます。（取
消料の起算日は旅行開始日の前日からとなります。）
●４日前:無料 ●3日前から前々日:旅行代金の30% ●ご宿泊前日:旅行代金の50% ●ご宿泊当日:旅行代金の100% ※15名様以上につきましては各
施設の約款によります。

四季の宿

みのや
弥彦温泉

イメージ写真

宿泊特典

①1部屋つき 弥彦酒造の梅酒1本(300ml）付き

②弥彦温泉内でご利用頂ける500円分のお買物券
お一人様1枚付き

8月30日（日）宿泊分まで新潟県民キャンペーン対象！
表記金額より5,000円割引



《旅行申込／プランのお問合せは・・・》

新潟運輸㈱ 旅行事業部
観光庁⾧官登録旅行業 第1597号
総合旅行業務取扱管理者:横山 新一

【本社営業所】 TEL:025-285-5661
新潟市中央区女池北1-1-1[新潟運輸(株)本社隣] 
営業時間:平日9:30~18:30 定休日:土・日・祝日

【伊勢丹トラベルコーナー】TEL:025-201-7566
新潟市中央区八千代1-6-1[新潟伊勢丹6階] 
営業時間:日～金曜・祝日 10:00～19:00／土曜 10:00～19:30
定休日:新潟伊勢丹に準じます。

旅館
HP

■料金に含まれるもの／宿泊費1泊2食付き

■客室タイプ／和室

■お食事条件／夕食・朝食 共に和食 貸切個室

■ご利用時間／チェックイン15:00 チェックアウト10:00

■ご利用条件／大人2名様以上でお申込みください。
お子様の代金についてはお問合せ下さい。

宿泊特典

ゆのくにの森入村券付き♪

宿泊費 お一人様（税込み）
※入湯税は宿泊施設へ直接お支払いください

平日・休日 休前日

4名以上1室利用 12,100円 15,400円

3名1室利用 13,200円 16,500円

2名1室利用 14,300円 17,600円

設定期間：2020年6月4日（木）～ 9月30日（水）のご宿泊まで
除外日※7/23～25、8/8～15、9/19～21

◆ご旅行条件（要旨） お申込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。
(1)この旅行はKIJトラベル 新潟運輸(株)旅行事業部（以下「当社」といいます。）が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契
約を締結することになります。
(2)「手配旅行契約」（以下「旅行契約」といいます）とは、当社がお客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に
関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることが出来るように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(3)取消料のご案内･･･旅行契約の成立後、お客様のご都合で取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき下記４料率で取消料をいただきます。（取
消料の起算日は旅行開始日の前日からとなります。）
●４日前:無料 ●3日前から前々日:旅行代金の30% ●ご宿泊前日:旅行代金の50% ●ご宿泊当日:旅行代金の100% ※15名様以上につきましては各
施設の約款によります。

咲花温泉 翠玉の湯

佐取館

～阿賀野川と調和する静寂に抱かれ、
ひとときに最高の安らぎを～

宿泊特典

女将チョイスの地元五泉市銘菓お一人様1個プレゼント！

8月30日（日）宿泊分まで新潟県民キャンペーン対象！
表記金額より5,000円割引



《旅行申込／プランのお問合せは・・・》

新潟運輸㈱ 旅行事業部
観光庁⾧官登録旅行業 第1597号
総合旅行業務取扱管理者:横山 新一

【本社営業所】 TEL:025-285-5661
新潟市中央区女池北1-1-1[新潟運輸(株)本社隣] 
営業時間:平日9:30~18:30 定休日:土・日・祝日

【伊勢丹トラベルコーナー】TEL:025-201-7566
新潟市中央区八千代1-6-1[新潟伊勢丹6階] 
営業時間:日～金曜・祝日 10:00～19:00／土曜 10:00～19:30
定休日:新潟伊勢丹に準じます。

旅館
HP

■料金に含まれるもの／宿泊費1泊2食付き

■客室タイプ／中央館 和室８帖

■お食事条件／夕食・朝食 共に和食 レストラン

■ご利用時間／チェックイン15:00 チェックアウト10:00

■ご利用条件／大人2名様以上でお申込みください。
お子様の代金についてはお問合せ下さい。

宿泊特典

ゆのくにの森入村券付き♪

宿泊費 お一人様（税込み）
※入湯税は宿泊施設へ直接お支払いください

平日・休日 休前日

4名以上1室利用 13,200円 15,400円

3名1室利用 14,300円 16,500円

2名1室利用 16,500円 18,700円

設定期間：2020年6月4日（木）～ 9月30日（水）のご宿泊まで
除外日※7月21・28・29、8月4・5・8～15・18・19・25・26、

9月1・2・15・16・28

◆ご旅行条件（要旨） お申込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。
(1)この旅行はKIJトラベル 新潟運輸(株)旅行事業部（以下「当社」といいます。）が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契
約を締結することになります。
(2)「手配旅行契約」（以下「旅行契約」といいます）とは、当社がお客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に
関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることが出来るように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(3)取消料のご案内･･･旅行契約の成立後、お客様のご都合で取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき下記４料率で取消料をいただきます。（取
消料の起算日は旅行開始日の前日からとなります。）
●４日前:無料 ●3日前から前々日:旅行代金の30% ●ご宿泊前日:旅行代金の50% ●ご宿泊当日:旅行代金の100% ※15名様以上につきましては各
施設の約款によります。

蓬平温泉
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イメージ写真

長岡ならでは源泉食材を

山海の幸
長岡滞在を満喫

おもてなし
憩いの空間がここに

里山の憩

イメージ写真 イメージ写真

宿泊特典

日本酒又はソフトドリンク お一人様1本付き

8月30日（日）宿泊分まで新潟県民キャンペーン対象！
表記金額より5,000円割引



《旅行申込／プランのお問合せは・・・》

新潟運輸㈱ 旅行事業部
観光庁⾧官登録旅行業 第1597号
総合旅行業務取扱管理者:横山 新一

【本社営業所】 TEL:025-285-5661
新潟市中央区女池北1-1-1[新潟運輸(株)本社隣] 
営業時間:平日9:30~18:30 定休日:土・日・祝日

【伊勢丹トラベルコーナー】TEL:025-201-7566
新潟市中央区八千代1-6-1[新潟伊勢丹6階] 
営業時間:日～金曜・祝日 10:00～19:00／土曜 10:00～19:30
定休日:新潟伊勢丹に準じます。

旅館
HP

■料金に含まれるもの／宿泊費1泊2食付き

■客室タイプ／和室

■お食事条件／夕食・朝食 共に和食 個室 又は レストラン

■ご利用時間／チェックイン14:00 チェックアウト11:00

■ご利用条件／大人2名様以上でお申込みください。
お子様の代金についてはお問合せ下さい。

宿泊特典

ゆのくにの森入村券付き♪

宿泊費 お一人様
（税込み）

※入湯税は宿泊施設へ直接
お支払いください

8月1日～8月7日 8月16日～8月31日

平日・休日 休前日 平日・休日 休前日

3名以上1室利用 13,750円 14,850円 13,200円 14,300円

2名1室利用 14,300円 15,400円 13,750円 14,850円

旅行応援宿泊プラン

設定期間：2020年8月1日（土）～ 8月30日（日）のご宿泊まで
※除外日：8月8日～8月15日ご宿泊

◆ご旅行条件（要旨） お申込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。
(1)この旅行はKIJトラベル 新潟運輸(株)旅行事業部（以下「当社」といいます。）が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契
約を締結することになります。
(2)「手配旅行契約」（以下「旅行契約」といいます）とは、当社がお客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に
関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることが出来るように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(3)取消料のご案内･･･旅行契約の成立後、お客様のご都合で取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき下記４料率で取消料をいただきます。（取
消料の起算日は旅行開始日の前日からとなります。）
●４日前:無料 ●3日前から前々日:旅行代金の30% ●ご宿泊前日:旅行代金の50% ●ご宿泊当日:旅行代金の100% ※15名様以上につきましては各
施設の約款によります。

宿泊特典

①日本酒又はソフトドリンク お一人様1本付き

② アーリーチェックイン 14:00 （通常15:00）
レイトチェックアウト 11:00 （通常10:00）

赤倉温泉

ホテル太閤

百名山「妙高山」の麓、
窓からの美しい景色と赤倉温泉
の名湯を楽しむ。

赤倉温泉の源泉は、日本百名
山「妙高山」より引湯してお
り、「硫酸塩泉」「炭酸水素
塩泉」2つの泉質を併せ持っ
た大変貴重な名湯です。

ホテル太閤の露天風呂からは
百名山「妙高山」の美しい
山々と、いつまでも湯に浸
かっていたくなる景色がそこ
にあります。

文豪に愛された赤倉の名湯に癒しのひととき・・・

8月30日（日）宿泊分まで新潟県民キャンペーン対象！
表記金額より5,000円割引



旅館HP

～ 眼下に田園風景が広がる絶景の宿 ～
伝統的な和風旅館のおもてなしを基調に、ホテルの機能性やプライベート感を追求したラグジュアリー旅館。

全室スイートタイプで居心地のよさはもちろん、眼下に広がる越後平野、遠くに望む山々などの眺望は格別です。
四季折々の越後の滋味を味わい、大切なひととの語らいのひと時をお過ごしください。

新潟三越伊勢丹 お得意さま 特選宿泊プラン

※入湯税は宿泊施設へ直接お支払いください。

設定期間：2020年6月6日(土)～ 9月30日(水) のご宿泊まで
※設定除外日：7/23～25、8/8～15、9/19～21

■料金に含まれるもの／宿泊料金 1泊2食付き

■客室タイプ／別邸 越の里 露天風呂付客室

和室または和洋室 ※客室の露天風呂は温泉ではございません

■お食事条件／夕食・朝食ともに個室食事処

■ご利用時間／チェックイン14:00 チェックアウト11:00

■ご利用条件／大人2名様以上でお申込みください。
お子様の宿泊料金についてはお問合せ下さい。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、宿泊施設の営業内容が急遽変更・休止となる場合がございます。

宿泊特典

ゆのくにの森入村券付き♪

当プラン
宿泊特典

館内利用券
お一人さま1,000円分付き

ご滞在中にホテル華鳳の館内売店でご利用いただける利用券です。
※おとなのみ・おつりは出ません

月岡温泉
白玉の湯 華鳳

別邸 越の里
寛ぎの露天風呂付客室利用

宿泊料金 お一人さま（税込み） 平日 休前日・休日

4名さま1室利用 41,800円 47,300円

3名さま1室利用 46,200円 51,700円

2名さま1室利用 49,500円 55,000円

アクセス：新潟市内より車で約40分

▶ GoogleMap

※掲載する画像はすべてイメージです

※ラウンジ「サロン山里」 ※客室の一例 ※客室の一例

《旅行申込／プランのお問合せは・・・》

新潟運輸㈱ 旅行事業部
観光庁⾧官登録旅行業 第1597号
総合旅行業務取扱管理者:横山 新一

【本社営業所】 TEL:025-285-5661
新潟市中央区女池北1-1-1[新潟運輸(株)本社隣] 
営業時間:平日9:30~18:30 定休日:土・日・祝日

【新潟伊勢丹トラベルコーナー】TEL:025-201-7566
新潟市中央区八千代1-6-1[新潟伊勢丹6階] 
営業時間:日～金曜・祝日 10:00～19:00／土曜 10:00～19:30
定休日:新潟伊勢丹に準じます。

◆ご旅行条件（要旨） お申込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。
(1)この旅行はKIJトラベル 新潟運輸(株)旅行事業部（以下「当社」といいます。）が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行を締
結することになります。
(2)「手配旅行契約」（以下「旅行契約」といいます）とは、当社がお客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関す
るサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることが出来るように、手配することを引き受ける契約を言います。
(3)取消料のご案内･･･旅行契約の成立後、お客様のご都合で取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき下記４料率で取消料をいただきます。（取消
料の起算日は旅行開始日の前日からとなります。）
●４日前:無料 ●3日前から前々日:旅行代金の30% ●ご宿泊前日:旅行代金の50% ●ご宿泊当日:旅行代金の100% ※15名様以上につきましては各施
設の約款によります。

8月30日（日）宿泊分まで新潟県民キャンペーン対象！
表記金額より5,000円割引



旅館HP

～ 解放感たっぷりの湯めぐりと邸宅ｽﾀｲﾙならではのやすらぎの滞在を ～

客室はフロアごとにコンセプトが異なる「花の邸宅」「水の邸宅」「木の邸宅」。
すべての客室にリビングルームとベッドルームを備え、バリアフリー対応で150平米の広々設計。

最上階の展望風呂と露天風呂など、湯巡りできる二十八（ふたば）の温泉が自慢のお宿です。

新潟三越伊勢丹 お得意さま 特選宿泊プラン

※入湯税は宿泊施設へ直接お支払いください。

設定期間：2020年6月6日(土)～ 9月30日(水) のご宿泊まで
※設定除外日：8/8～8/15

■料金に含まれるもの／宿泊費 1泊2食付き

■客室タイプ／やすらぎ棟『花水木』客室

※客室の露天風呂は温泉ではございません

■お食事条件／夕食：個室食事処にて和風会席料理

朝食：個室食事処にて和定食

■ご利用時間／チェックイン15:00 チェックアウト11:00

■ご利用条件／大人2名様以上でお申込みください。
お子様の代金についてはお問合せ下さい。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、宿泊施設の営業内容が急遽変更・休止となる場合がございます。

宿泊特典

ゆのくにの森入村券付き♪

当プラン
宿泊特典

ご夕食時、ドリンク1本サービス

日本酒 または ソフトドリンクよりお選び頂けます

水が織りなす越後の宿双葉
邸宅式 露天風呂付客室利用

宿泊費 お一人様（税込み） 平日 休前日・休日

4名さま1室利用 30,800円 34,100円

3名さま1室利用 36,300円 39,600円

2名さま1室利用 41,800円 45,100円

アクセス：新潟市内より車で約1時間50分

▶ GoogleMap

※掲載する画像はすべてイメージです

《旅行申込／プランのお問合せは・・・》

新潟運輸㈱ 旅行事業部
観光庁⾧官登録旅行業 第1597号
総合旅行業務取扱管理者:横山 新一

【本社営業所】 TEL:025-285-5661
新潟市中央区女池北1-1-1[新潟運輸(株)本社隣] 
営業時間:平日9:30~18:30 定休日:土・日・祝日

【新潟伊勢丹トラベルコーナー】TEL:025-201-7566
新潟市中央区八千代1-6-1[新潟伊勢丹6階] 
営業時間:日～金曜・祝日 10:00～19:00／土曜 10:00～19:30
定休日:新潟伊勢丹に準じます。

◆ご旅行条件（要旨） お申込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。
(1)この旅行はKIJトラベル 新潟運輸(株)旅行事業部（以下「当社」といいます。）が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行を締
結することになります。
(2)「手配旅行契約」（以下「旅行契約」といいます）とは、当社がお客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関す
るサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることが出来るように、手配することを引き受ける契約を言います。
(3)取消料のご案内･･･旅行契約の成立後、お客様のご都合で取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき下記４料率で取消料をいただきます。（取消
料の起算日は旅行開始日の前日からとなります。）
●４日前:無料 ●3日前から前々日:旅行代金の30% ●ご宿泊前日:旅行代金の50% ●ご宿泊当日:旅行代金の100% ※15名様以上につきましては各施
設の約款によります。

※料理の一例※客室の一例（木の邸宅） ※客室の一例（水の邸宅）

越後湯沢温泉

8月30日（日）宿泊分まで新潟県民キャンペーン対象！
表記金額より5,000円割引



旅館HP

～ 世の中の喧騒から離れ、自然の中で静かに過ごして頂きたい ～
何もしない贅沢な時間。

心休まるひとときをお過ごし頂きたいから主張するものは何もありません。
雪見障子、唐紙、簾、行灯、畳の香り…ここには日本があります。

新潟三越伊勢丹 お得意さま 特選宿泊プラン

※入湯税は宿泊施設へ直接お支払いください。

設定期間：2020年6月6日(土)～ 9月30日(水) のご宿泊まで
※設定除外日：7/22～7/25、8/7～8/15、9/19～9/21

■料金に含まれるもの／宿泊費 1泊2食付き

■客室タイプ／著莪の里 ゆめや ※１階の客室となります

和室または和洋室 ※自家源泉かけ流しの半露天風呂付

■お食事条件／夕食：客室または個室会食場 朝食：個室会食場

■ご利用時間／チェックイン14:00 チェックアウト12:00（通常11：00）

■ご利用条件／大人2名様以上でお申込みください。
お子様の代金についてはお問合せ下さい。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、宿泊施設の営業内容が急遽変更・休止となる場合がございます。

宿泊特典

ゆのくにの森入村券付き♪

当プラン
宿泊特典

館内利用券
一室あたり 5,000円分付き

ご滞在中にゆめやの館内売店またはお飲み物でご利用いただ
ける利用券です。※おとなのみ・おつりは出ません

岩室温泉

著莪の里 ゆめや
半露天風呂付客室利用

宿泊費 お一人様（税込み） 平日 休前日・休日

4名さま1室利用 34,650円 37,400円

3名さま1室利用 38,500円 42,350円

2名さま1室利用 46,750円 52,250円

アクセス：新潟市内より車で約45分

▶ GoogleMap

※掲載する画像はすべてイメージです

《旅行申込／プランのお問合せは・・・》

新潟運輸㈱ 旅行事業部
観光庁⾧官登録旅行業 第1597号
総合旅行業務取扱管理者:横山 新一

【本社営業所】 TEL:025-285-5661
新潟市中央区女池北1-1-1[新潟運輸(株)本社隣] 
営業時間:平日9:30~18:30 定休日:土・日・祝日

【新潟伊勢丹トラベルコーナー】TEL:025-201-7566
新潟市中央区八千代1-6-1[新潟伊勢丹6階] 
営業時間:日～金曜・祝日 10:00～19:00／土曜 10:00～19:30
定休日:新潟伊勢丹に準じます。

◆ご旅行条件（要旨） お申込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。
(1)この旅行はKIJトラベル 新潟運輸(株)旅行事業部（以下「当社」といいます。）が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行を締
結することになります。
(2)「手配旅行契約」（以下「旅行契約」といいます）とは、当社がお客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関す
るサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることが出来るように、手配することを引き受ける契約を言います。
(3)取消料のご案内･･･旅行契約の成立後、お客様のご都合で取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき下記４料率で取消料をいただきます。（取消
料の起算日は旅行開始日の前日からとなります。）
●４日前:無料 ●3日前から前々日:旅行代金の30% ●ご宿泊前日:旅行代金の50% ●ご宿泊当日:旅行代金の100% ※15名様以上につきましては各施
設の約款によります。

※料理の一例※客室の一例 ※高野清一 料理長

8月30日（日）宿泊分まで新潟県民キャンペーン対象！
表記金額より5,000円割引



旅館HP

～岩室温泉の湯けむりで、心にやすらぎを ～
北国街道の湯治場として、また弥彦神社参拝客の精進落としの遊里として江戸時代から栄えました。

お肌がつややかになると女性に好評のお風呂で日頃の疲れを癒しませんか。
選び抜かれた新鮮な新潟の恵みに舌づつみを打ち、大切なひととの語らいのひと時をお過ごしください。

新潟県宿泊応援プラン

※入湯税は宿泊施設へ直接お支払いください。

設定期間：2020年6月6日(土)～ 9月30日(水) のご宿泊まで
設定除外日：7/23～25、8/8～15、9/19～21

■料金に含まれるもの／宿泊料金 1泊2食付き

■客室タイプ／本館「やひこ館」和室（1室2名さま～5名さま利用）

■お食事条件／夕食：レストランまたは大広間

朝食：当面は「お重スタイル」にてご提供

■ご利用時間／チェックイン15時 チェックアウト11時（通常10時）

■ご利用条件／大人2名さま以上でお申込みください。
お子様の宿泊料金についてはお問合せ下さい。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、宿泊施設の営業内容が急遽変更・休止となる場合がございます。

当プラン
宿泊特典

ご夕食時に地酒または
ソフトドリンク1杯サービス

地酒は岩室温泉の酒造「宝山酒造」の「宝山」一合となります。
創業130年の歴史を持つ小さな酒蔵で観光スポットとしても人気です。

岩室温泉ゆもとや

宿泊料金 お一人さま（税込み） 平日 休前日・休日

2～4名さま1室利用 11,300円 14,300円

※新潟県民キャンペーン適用の場合 6,300円 9,300円

アクセス：新潟市内より車で約45分

▶ GoogleMap

※掲載する画像はすべてイメージです

※客室の一例 ※客室の一例

《旅行申込／プランのお問合せは・・・》

新潟運輸㈱ 旅行事業部
観光庁⾧官登録旅行業 第1597号
総合旅行業務取扱管理者:横山 新一

【本社営業所】 TEL:025-285-5661
新潟市中央区女池北1-1-1[新潟運輸(株)本社隣] 
営業時間:平日9:30~18:30 定休日:土・日・祝日

【新潟伊勢丹トラベルコーナー】TEL:025-201-7566
新潟市中央区八千代1-6-1[新潟伊勢丹6階] 
営業時間:日～金曜・祝日 10:00～19:00／土曜 10:00～19:30
定休日:新潟伊勢丹に準じます。

◆ご旅行条件（要旨） お申込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。
(1)この旅行はKIJトラベル 新潟運輸(株)旅行事業部（以下「当社」といいます。）が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行を締
結することになります。
(2)「手配旅行契約」（以下「旅行契約」といいます）とは、当社がお客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関す
るサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることが出来るように、手配することを引き受ける契約を言います。
(3)取消料のご案内･･･旅行契約の成立後、お客様のご都合で取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき下記４料率で取消料をいただきます。（取消
料の起算日は旅行開始日の前日からとなります。）
●４日前:無料 ●3日前から前々日:旅行代金の30% ●ご宿泊前日:旅行代金の50% ●ご宿泊当日:旅行代金の100% ※15名様以上につきましては各施
設の約款によります。

外観 イメージ※ご夕食 イメージ」

8月30日（日）宿泊分まで新潟県民キャンペーン対象！
表記金額より5,000円割引



旅館HP

～ 標高約1,000mから望む絶景に寛ぐ 伝統と格式の高原リゾート ～

創業は昭和12年。当時の大倉財閥により上高地帝国ホテル・川奈ホテルに続けて建てられた日本の
リゾートホテルの草分け的存在であり、国内外の要人を迎え入れた格式あるクラシックホテルです。
妙高高原の大パノラマが織りなす四季折々の絶景と良質な温泉、温かなおもてなしに触れる優雅な
ひとときをお過ごしください。

新潟三越伊勢丹 お得意さま 特選宿泊プラン

※入湯税は宿泊施設へ直接お支払いください。

設定期間：2020年8月1日㈯～ 11月30日㈪のご宿泊まで

■料金に含まれるもの／宿泊料金 1泊2食付き

■客室タイプ／スパ・スイート棟 露天風呂付客室

テラスルーム 2ベッド 禁煙 ※客室の露天風呂は温泉です

■お食事条件／夕食/レストラン(和食またはﾌﾚﾝﾁまたは創作ｸﾞﾘﾙ料理) 

※ご予約承り時にｸﾞﾙｰﾌﾟ毎にﾒﾆｭｰと夕食開始時間

(*18時 *18時半* 20時)をお伺いします

朝食/レストラン(和食または洋食 ※ともにｾｯﾄﾒﾆｭｰとなります)

■ご利用時間／チェックイン15:00 チェックアウト11:00

■ご利用条件／大人2名様以上でお申込みください。
お子様の宿泊料金についてはお問合せ下さい。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、宿泊施設の営業内容が急遽変更・休止となる場合がございます。

赤倉温泉

赤倉観光ホテル
寛ぎの露天風呂付客室利用

宿泊料金 お一人さま（税込み）
8月全日, 9月休前日と休日
10月と11月の休前日と休日

9月・10月・11月の平日

2名1室ご利用 50,600円 42,900円

アクセス：新潟市内より車で約2時間半

▶ GoogleMap

※掲載する画像はすべてイメージです

※ホテル外観/イメージ ※ｱｸｱｸﾞﾘﾙﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ/イメージ ※客室の一例

《当プランのお申込み・お問合せは・・・》

新潟運輸㈱ 旅行事業部
観光庁⾧官登録旅行業 第1597号
総合旅行業務取扱管理者:横山 新一

【本社営業所】 TEL:025-285-5661
新潟市中央区女池北1-1-1[新潟運輸(株)本社隣] 
営業時間:平日9:30~18:30 定休日:土・日・祝日

【新潟伊勢丹トラベルコーナー】TEL:025-201-7566
新潟市中央区八千代1-6-1[新潟伊勢丹6階] 
営業時間:日～金曜・祝日 10:00～19:00／土曜 10:00～19:30
定休日:新潟伊勢丹に準じます。

◆ご旅行条件（要旨） お申込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。
(1)この旅行はKIJトラベル 新潟運輸(株)旅行事業部（以下「当社」といいます。）が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行を締
結することになります。
(2)「手配旅行契約」（以下「旅行契約」といいます）とは、当社がお客様のご依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関す
るサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることが出来るように、手配することを引き受ける契約を言います。
(3)取消料のご案内･･･旅行契約の成立後、お客様のご都合で取消される場合には、旅行代金に対してお一人様につき下記４料率で取消料をいただきます。（取消
料の起算日は旅行開始日の前日からとなります。）
●４日前:無料 ●3日前から前々日:旅行代金の30% ●ご宿泊前日:旅行代金の50% ●ご宿泊当日:旅行代金の100% ※15名様以上につきましては各施
設の約款によります。

※アクアテラスから望む朝の雲海/イメージ

当プラン
宿泊特典

ワンドリンク チケット付き
（ｱｸｱﾊﾞｰまたはｶﾌｪﾃﾗｽにて）

ご滞在中にご利用いただけます。ｱｸｱﾊﾞｰではﾉﾝｱﾙｺｰﾙのﾄﾞﾘﾝｸﾒﾆｭｰ
をご用意しております。グループ毎にどちらかをお選びいただけます


