
【信州・上諏訪温泉 ホテル鷺乃湯】
旅行応援 宿泊プラン

設定期間：2020年10月1日（木）～ 12月25日（水）のご宿泊まで
設定除外日※11/21・22

～ 百年の歴史が香る浪漫の宿 ～
諏訪湖の老舗として、上諏訪温泉の中心地に位置し、窓に広がる諏訪湖をより豊かに感じてい
ただけるゆとりの客室。信州の夜空を露天風呂に浸りながら。お客様を優しく包みこみ、日本

人が大切にして来た風流を心身にもてなす御宿です。

贅を尽くした
館内施設

自家源泉100％
温泉風呂

寛ぎの客室

宿泊費 お一人様（税込み） 平日・休日 休前日

4名以上1室利用 11,000円 14,300円

3名1室利用 12,100円 14,300円

2名1室利用 14,300円 16,500円

宿泊特典 アーリーチェックインが可能

14:00よりお部屋をご利用頂けます。（通常15:00）

※宿泊費、入湯税は宿泊施設へ直接お支払いください。

《旅行申込先/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。

アクセス：新潟市内より車で約3時間半 GoogleMap

■料金に含まれるもの／宿泊費1泊2食付き

■客室タイプ／白鷺亭 和室

■お食事条件／夕食：和食 広間 朝食：和食 広間

■ご利用時間／チェックイン14:00 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。

◆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。

秀蘆閣レイクビュー・ご夕食個室
確約アップグレードプランをご用意！
追加代金お一人様 3,300円

諏訪湖の雄大な眺望をお楽しみいただ
ける開放感のあるお部屋。

旅館HP

お料理（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

【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

【ふくしま・磐梯熱海温泉 ホテル華の湯】【ふくしま・磐梯熱海温泉 ホテル華の湯】

旅行応援 宿泊プラン

設定期間：2020年10月1日（木）～ 12月28日（月）のご宿泊まで

～ 大事にしたいのはやさしさ ～
ホテル華の湯で心地よい時間をお過ごし下さい。展望ひのき大浴場とひのき樽風呂、
露天岩風呂、さらに露天ひのき風呂と湯舎（ゆや）めぐりが好評です。素肌に優しい
「美人の湯」を心ゆくまでお楽しみ下さい。

宿泊費 お一人様（税込み） 平日・休日 休前日

4名以上1室利用 14,300円 16,500円

3名1室利用 15,400円 17,600円

2名1室利用 17,600円 18,700円

※入湯税は宿泊施設へ直接お支払いください。

旅館HP

アクセス：新潟市内より
車で約2時間 GoogleMap

■料金に含まれるもの／宿泊費1泊2食付き

■客室タイプ／松風館 和室

■お食事条件／夕食：ビュッフェ 朝食：ビュッフェ

■ご利用時間／チェックイン14:00 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

14:00よりお部屋をご利用頂けます。（通常15:00）

華風館へ（広さ12.5帖の客室）
アップグレードプランをご用意！

追加代金お一人様 2,200円

通常より広い畳を使用し、たっぷりとし
た客間の華風館客室は、ひのき内風呂付
で、洗面台も広々とした贅沢空間

大浴場

和室（一例）

お料理（一例） 露天風呂（一例）

◆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。



《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

～ 一泊三湯 十八ゆめぐり～
山代の歴史あるいで湯を、趣の異なる三つの大浴場。男女時間帯入替により湯めぐりをお楽しみ頂けます。
地元の加賀野菜や、健康を意識した会席料理をお召し上がりください。また、施設は「体にやさしい」を

テーマとしたバリアフリー対応を心がけております。

旅行応援 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10月1日（木）～ 12月27日（日）のご宿泊まで

■料金に含まれるもの／宿泊費1泊2食付き

■客室タイプ／白雲本館 和室 又は 和洋室利用

■お食事条件／夕食：和食 食事処 朝食：和食 食事処

■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♪

見て、ふれて、創って。13万坪の伝統工芸村。11の館で50種類以上の体
験ができます。旅の思い出・記念に是非お立ち寄り下さい。

ゆのくに

天祥
山代温泉

宿泊費 お一人様
（税込み）

平日 休日 休前日

4名以上1室利用 ¥19,800 ¥22,550 ¥25,300

3名1室利用 ¥20,900 ¥26,950 ¥29,700

2名1室利用 ¥23,100 ¥29,150 ¥34,100

◆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。

アクセス：新潟市内より車で約4時間
GoogleMap

へアップグレード
プランをご用意！
追加代金お一人様 1,100円
（税込み）

ゆとりを大切にした余裕の間取り。
木の香りと、落ち着

いた和の雰囲気がくつろぎのひとときを演出



旅館
HP

《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。

■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：和食 広間 朝食：和食 広間

■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 14,300円 17,600円

3名1室利用 15,400円 18,700円

2名1室利用 16,500円 19,800円
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設定期間：2020年10月1日（木）～ 12月25日（金）のご宿泊まで

信州
湯田中温泉 一茶のこみち 美湯の宿

宿泊特典

貸切り露天風呂 利用料半額！
通常（40分）￥1,800税込→半額の￥900円税込にてご利用頂けます。

お料理（イメージ）貸切風呂（イメージ）

アクセス

和洋室利用
アップグレードプランを

ご用意！

追加代金 お一人様5,500円

◆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。



福島

大川荘芦ノ牧温泉

《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

※入湯税は宿泊施設へ直接お支払いください。

宿泊費 お一人様（税込み） 平日 休日 休前日

4名以上1室利用 16,500円 17,600円 20,900円

3名1室利用 17,600円 18,700円 22,000円

2名1室利用 19,800円 20,900円 24,200円

旅行応援 宿泊プラン

アクセス：新潟市内より車で約2時間 GoogleMap

■料金に含まれるもの／宿泊費1泊2食付き

■客室タイプ／月見亭 和室

■お食事条件／夕食：和食 個室 朝食：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 ラウンジで使えるコーヒーチケット付き

①宵待亭客室へアップグレード！
追加代金 お一人様 3,300円

②『美味求真KAWADOKO』半個室料亭での
ご夕食プラン 追加代金 お一人様 2,200円

※3名様までのご利用となります。

アップグレードプランをご用意！

大川を臨む渓谷美に癒やされ
非日常を感じる絶景温泉

設定期間：2020年10月1日（木）～ 12月25日（金）のご宿泊まで
*12月は、表示金額より2,200円引き

◆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。



旅館HP

《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。

■料金に含まれるもの／宿泊費1泊2食付き

■客室タイプ／眺望指定無 和室 又は 和洋室利用

■お食事条件／夕食：和食 朝食：和食

■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。入湯税は宿泊施設で直接お支払下さい。

宿泊特典 お食事は個室にてご用意！

宿泊費 お一人様
（税込み）

平日・休日 休前日

3名以上1室利用 12,100円 15,400円

2名1室利用 14,300円 17,600円

設定期間：2020年10月1日（木）～ 12月25日（金）のご宿泊まで

旅行応援 宿泊プラン

【伊香保温泉 よろこびの宿 しん喜】

赤城山から日光連山、尾瀬武尊、谷川岳、三国連峰まで、上州
の大パノラマを見渡す眺め抜群の展望大浴場と標高８００メー
トルの涼風を感じる露天風呂

客室（一例）

上州の山々を望む

展望客室確約プランをご用意！
追加代金お一人様 2,200円

客室(一例）

アクセス：新潟市内より車で約2時間半 GoogleMap

お料理(イメージ）

◆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。



旅館HP

～ 日本海の夕陽が望める絶景と美食の宿 ～
希代の美食家でもあった魯山人が創り出した器は、料理が
盛られて初めて完成する芸術であるといえます。そんな
魯山人の器で食する庄内のお料理。特別な食の体験をお約
束いたします。四季折々の庄内の滋味を味わい、器を愛で
大切なひととの語らいのひと時をお過ごしください。

※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9月1日(火)～ 11月20日(金) 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／広大な日本海を望む

和風デラックスルーム（12.5畳＋広縁）

■お食事条件／夕食・朝食ともに食事処

■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

館内売店にてご滞在中にご利用いただけます。おつりは出ません。

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 26,400円 29,700円

3名さま1室利用 28,600円 31,900円

2名さま1室利用 31,900円 35,200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

※夕食の一例 ※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。

山形/湯野浜温泉

游水亭 いさごや
魯山人の器（うつし器）の美と
庄内の旬の味覚を愉しむ

新潟三越伊勢丹 お得意さま 特選宿泊プラン

※吟水湯・展望露天檜風呂


