
今が旬！絶対満足！最高級ブランド氷見寒ぶり

※添乗員は同行いたしません。※入浴用のフェイスタオル付。

ガイド付ガイド付

日帰り
朝0 昼1 夕0

コースNo.
７３１４

NEW

富山県富山県

●旅行代金 お1人様

１8，９００円１8，９００円１8，９００円１8，９００円
1/30㈰
出 発 日●

キトキト！氷見の寒ぶり会席と
氷見温泉

キトキト！氷見の寒ぶり会席と
氷見温泉

ガイド付ガイド付

日帰り
朝0 昼0 夕0

コースNo.
７３１２

NEW

富山県富山県

アウトレットと氷見漁港でたっぷりとお買物！

1/2㈰・8㈯・22㈯
出 発 日●

毎年大好評ツアー！約５時間フリータイム！たっぷりとお買物！

コ
ー
ス

直江津石橋バスセンター７：００→高田７：２０→新井７：４０→〈上信越道〉→軽井沢プリンスショッピングプラザ（約５
時間フリータイム・昼食各自負担）→〈上信越道〉→新井１７：２０→高田１７：４０→直江津石橋バスセンター１８：００

1/2㈰・9㈰・22㈯
出 発 日●

・大藤ポストカード
・佐野プレミアムアウトレット
 オリジナルカラーペン

プレゼント特典！

夜景鑑賞士が選ぶ！イルミネーションアワード6年連続イルミネーション部門全国第１位獲得！

1/2㈰・8㈯・22㈯、2/11㈮
出 発 日●

新春！なんと！ドーンと！いちご約１㎏のお土産付！

ガイド付ガイド付

日帰り
朝0 昼1 夕0

コースNo.
２３１９

NEW

群馬県群馬県

①高設栽培されたいちごをドーンと！なんと！約１㎏のお土産付！
②ビタミンたっぷりいちご狩り園内食べ放題付！
③ご昼食は、なんと！上州牛ローストビーフと大流行の
　シーフードシチューパンをご用意！
④とある城下町を食べ歩きチケット付でフリータイム！

コ
ー
ス

新井７：００→高田７：３０→直江津８：００→柿崎８：４０→〈北陸道〉→♪いちご狩りミステリー♪何処へ行くかは
バス任せ？　 →〈北陸道〉→柿崎１８：１０→直江津１８：４０→高田１９：００→新井１９：２０

※添乗員は同行いたしません。※いちご狩り農園では基本的にいちごの販売はございませんので予めご了承ください。
※気候、天候等でいちご狩りが出来ない場合はお取り置きのいちご食べ放題に変更となる場合がございます。

●旅行代金 お1人様

１4，９００円１4，９００円１4，９００円１4，９００円
友同額大人小人同額大人小人同額

友同額大人小人同額大人小人同額

1/23㈰
　29㈯

出 発 日●

〈注意〉今後のコロナ感染状況により、ツアーの内容が変更又はツアーを中止する場合がございますので予めご了承ください。 ※写真は全てイメージです
令和3年12月18日発行

●最少催行人員（注書のあるコース以外は20名）に満たないときは、旅
行取り止めの連絡をいたします。（1泊2日以上は旅行開始日の前日か
ら起算して13日目に当たる日より前に、日帰りは3日目に当たる日より
前までに連絡いたします。）

●当チラシは、2021年12月1日を基準としておりますが、運輸機関のス
ケジュール、運賃などの変更或いは見学場所の都合により、日程及び旅
行代金を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●ツアーご参加に伴い収集いたします個人情報は、今回のツアー、当社の
サービス・商品のご案内のみにご利用させていただくものでその他への
流用はございません。

●特別補償規定
　当社は、当社の故意又は過失に基づく損害賠償責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行
約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が、主催旅行参加中に急激かつ偶然
な外来の事故により、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について保証金及び見
舞金を支払います。

●免責事項
　次の場合主催者はその賠償の責任を負いません。
　天災地変・同盟罷業・不可抗力の事由・盗難・疫病などにより生じた損害、お客様の故
意又は過失・法令・公序良俗などに反する行為、運輸宿泊機関など当社以外の責めに
よって生じた損害については当社は責任をおいかねますのでご了承下さい。

旅行企画実施
新潟県知事登録国内旅行業第2－100号　全国旅行業協会正会員
上越市石橋２丁目３番１０号　国内旅行業務取扱管理者　中澤正樹

頸城自動車株式会社
ツアー等
お問合せ

東 頸 バ ス(599)2312    頸北観光バス(536)2219
糸魚川バス(552)0180    頸 南 バ ス( 7 2 )3139

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅
行を取り扱う営業所での取り引きに関
する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれ
ば、ご遠慮なく左記の取扱管理者にお
尋ね下さい。

※当ツアーは、「頸城自動車」を主にグループ会社の「くびき野バス」又は「頸南バス」又は「糸魚川バス」又は「頸北観光バス」又は「東頸バス」にて運行いたします。

頸城自動車ホームページ マルケー旅行センター エルマール店 025－543－4120
高田店  025－523－4930 / 石橋店  025－543－4280グリーンツアーお申込・お問い合わせ☎

割引適用となる「使っ得！にいがた県民割キャンペーン」又は「GoToトラベルキャンペーン」が適用となる場合は改めてご案内いたします。

近県だから安心！昨年も大好評！ドーンと新巻鮭１本お土産付！ 近県だから安心！新春まるごとドーンと新巻鮭１本お土産付！

コ
ー
ス

直江津石橋バスセンター７：３０→高田８：００→新井８：３０→〈上信越道〉→別所温泉街（北向観音など自由散
策）→きのこむら深山（名物！自家製きのこしゃぶしゃぶ御膳　）→いちご狩り食べ放題（１パックお土産付）→
善光寺（門前通りなど自由散策）→信州フルーツランド（ショッピング）→〈上信越道〉→新井１７：２０→高田１７：
４０→直江津石橋バスセンター１８：００

※添乗員は同行いたしません。
※別所北向観音では護摩・ご祈祷するお時間はございませんので予めご了承ください。

ガイド付ガイド付

日帰り
朝0 昼1 夕0

コースNo.
３３５１

NEW

長野県長野県

ガイド付ガイド付

日帰り
朝0 昼1 夕0

コースNo.
３３５２

NEW

長野・山梨県長野・山梨県

●旅行代金 お1人様

１５，９００円１５，９００円１５，９００円１５，９００円
友 500円引き大人小人同額大人小人同額

昼

旬のいちご狩りミステリー？
ランチは上州牛ローストビーフ＆

シチューパン

旬のいちご狩りミステリー？
ランチは上州牛ローストビーフ＆

シチューパン

1/30㈰
出 発 日● ・新巻鮭１本（約１.５㎏）箱入れ

・信州りんご２㎏箱入れ
・いちご１パック
※内容が変更になる場合有り。

今年のお年玉福袋は！
（総額５,０００円相当）

新春ミステリー？新春ミステリー？

・新巻鮭１本（約1.2kg以上箱入れ）
・紅ズワイ蟹１杯  ・金目鯛開き１枚
・アジ開き１枚・さんま開き１枚
・ホッケ開き１枚
・ガーデニングシクラメン２鉢

グリーンツアーからのお年玉福袋です！
（なんと！総額５,０００円相当）

※内容が変更になる場合がございます。

①ご昼食は老舗有名味噌店での「三年味噌の豚汁と豚ロース
　タジン鍋」をご用意！
②ご見学は標高１,０００ｍの雄大な大自然を満喫出来る！
　大人気のとあるオシャレなリゾート型アウトレッパークで初売り！
　さらに、パワースポットで有名なとある神社で初詣！

ツアーポイント♪ツアーポイント♪

コ
ー
ス

直江津石橋バスセンター７：３０→高田８：００→新井８：３０→〈上信越道〉→♪新春ミステリー♪何処へ行くかは
バス任せ？ 　→〈上信越道〉→新井１８：４０→高田１９：００→直江津石橋バスセンター１９：２０

※添乗員は同行いたしません。

●旅行代金 お1人様

１５，９００円１５，９００円１５，９００円１５，９００円
友 500円引き大人小人同額大人小人同額

1/23㈰
　29㈯

出 発 日●

大人気の牡蠣小屋！海洋深層水仕込みの牡蠣小屋入善牡蠣ノ星

※添乗員は同行いたしません。
※食べ放題のお時間が90分です。ラストオーダーは、終了15分前となります。食べ残しが無いようご注意ください。

ガイド付ガイド付

日帰り
朝0 昼1 夕0

コースNo.
７３１３

NEW

富山県富山県

●旅行代金 お1人様

１５，９００円１５，９００円１５，９００円１５，９００円
友 500円引き大人小人同額大人小人同額

コ
ー
ス

新井８：００→高田８：３０→直江津９：００→糸魚川１０：００→〈北陸道〉→入善牡蠣ノ星（牡蠣９０分間食べ放題
　）→三井アウトレットパーク北陸小矢部（滞在時間約９０分）→新湊きっときと市場（ショッピング）→〈北陸
道〉→糸魚川１８：２０→直江津１９：２０→高田１９：４０→新井２０：００
昼

1/23㈰
出 発 日●

新春
初詣！
新春
初詣！
信州の鎌倉別所北向観音・

善光寺両参りと
いちご狩り

信州の鎌倉別所北向観音・
善光寺両参りと
いちご狩り

鮮度抜群！鮮度抜群！焼き・蒸し牡蠣の食べ放題焼き・蒸し牡蠣の食べ放題

●焼き牡蠣と蒸し牡蠣は食べ放題！
●旬の生牡蠣２個 ●カキフライ２個
●牡蠣出汁炊き込みご飯 ●味噌汁

昼食
メニュー

三井アウトレットパーク
オリジナルトートバックプレゼント！

ご参加の皆様へ嬉しい特典！

※色は選べません。

画像提供：
㈱ゼネラル・オイスター

あしかがフラワーパーク
フラワーファンタジー

あしかがフラワーパーク
フラワーファンタジー

圧巻的！５００万球のイルミネーション圧巻的！５００万球のイルミネーション

※添乗員は同行いたしません。※道路状況により行程が遅れる場合があります。
※上越各地の到着が遅い時間帯になりますので予めご了承ください。

日本三大イルミネーション認定！日本三大イルミネーション認定！

●旅行代金 お1人様

１2，９００円１2，９００円１2，９００円１2，９００円
友同額大人小人同額大人小人同額

ガイド付ガイド付

日帰り
朝0 昼0 夕0

コースNo.
２３１４

NEW

栃木県栃木県

コ
ー
ス

直江津石橋バスセンター８：３０→高田９：００→新井９：３０→〈上信越道〉→佐野プレミアム・アウトレット（昼食各
自負担・約２時間滞在）→あしかがフラワーパーク（フラワーファンタジーイルミネーション）（夕食各自負担・約
２時間滞在）→〈上信越道〉→新井２１：２０→高田２１：４０→直江津石橋バスセンター２２：００

※添乗員は同行いたしません。※道路状況により行程が遅れる場合があります。
※主催者からの正式発表によりバーゲン開催期間が変更になった場合は出発日を変更してご案内いたします。
※１/22発は、冬ｈｔｅバーゲン対象期間外です。

ガイド付ガイド付

日帰り
朝0 昼0 夕0

コースNo.
３３４８

NEW

長野県長野県

●旅行代金 お1人様

8，９００円8，９００円8，９００円8，９００円
友同額大人小人同額大人小人同額

軽井沢アウトレット
冬theバーゲン直行便
軽井沢アウトレット

冬theバーゲン直行便
新春初売り！新春初売り！

※添乗員は同行いたしません。※道路状況により行程が遅れる場合があります。

●旅行代金 お1人様

8，９００円8，９００円8，９００円8，９００円
友同額大人小人同額大人小人同額

三井アウトレットパーク
オリジナルトートバックプレゼント！

ご参加の皆様へ嬉しい特典！

※色は選べません。

コ
ー
ス

直江津石橋バスセンター８：００→糸魚川９：００→〈北陸道〉→三井アウトレットパーク北陸小矢部（約３時間フリータイム・
昼食各自負担）→氷見漁港ひみ番屋街（ショッピング）→〈北陸道〉→糸魚川１７：００→直江津石橋バスセンター１８：００

新春初売り！新春初売り！三井アウトレットパーク
北陸小矢部直行便

三井アウトレットパーク
北陸小矢部直行便

※オプションレンタル品もご用意しておりますので、必要な方は事前にお申込みください。
　・スキー３点セット（板、ブーツ、ストック） 1,700円(税込) ・ウェアー上下セット 1,200円(税込)
※食物アレルギーをお持ちのお子様は、お申込時にその旨お伝えください。
※各種割引券はご利用いただけません。

協力：SAJ公認妙高スノーアカデミー、ホテルアルペンブリック

お気軽！日帰りキッズスキー in
池の平温泉 アルペンブリックスキー場
お気軽！日帰りキッズスキー in
池の平温泉 アルペンブリックスキー場
低学年でも安心！SAJ公認のプロのレッスン付！低学年でも安心！SAJ公認のプロのレッスン付！

直江津石橋バスセンター８：００→Ⓚ高田駅前案内所８：２０→道の駅あらいトイレ前
８：４０→池の平温泉アルペンブリックスキー場９：３０～１５：３０（レッスン午前と午後２
時間・　カレーライス）→道の駅あらいトイレ前１６：１０→Ⓚ高田駅前案内所１６：３０
→直江津石橋バスセンター１７：００

コ
ー
ス

昼

出発日●

1/22㈯、2/5㈯
定 員●
40名（最少催行人数30名）

●旅行代金
お1人様 スキーレッスン料（午前と午後２時間）、

リフト代、昼食代、バス代、旅行傷害保険含む

※お申込時は、ご参加保護者同意書を記入していただきます。

6，0００円6，0００円6，0００円6，0００円（税込）
小学３年生～６年生対象小学３年生～６年生対象

※保護者はご参加頂けません。

４～5名様１室

３名様１室

２名様１室

●出発日と旅行代金
お1人様

34，９００円34，９００円34，９００円34，９００円
37，９００円37，９００円37，９００円37，９００円

32，９００円32，９００円32，９００円32，９００円

●宿泊先／群馬県 磯部温泉 舌切雀のお宿ホテル磯部ガーデン（和室） 027－385－0085

毎年の恒例行事！新春の風物詩！別所参りで健康で安心な１年を！

ガイド付ガイド付

1泊2日
朝1 昼2 夕1

コースNo.
２３１７

NEW

群馬県群馬県

宴会宴会 又
は
又
は

ソフト
ドリンク
ソフト
ドリンク
1本！1本！

お酒お酒
1本！1本！

ホテル　８：３０→別所北向観音（参拝）→きのこむら深山（きのこしゃぶしゃぶ御膳　）→塩田東山観光農園（いちご狩り食
べ放題）→善光寺（参拝）→〈上信越道〉→新井１７：２０→高田１７：４０→直江津１８：００→柿崎１８：３０

1 柿崎７：２０→直江津８：００→高田８：３０→新井９：００→〈上信越道〉→おぎのや横川店　 →妙義神社（パワースポット）→こん
にゃくパーク→磯部温泉１５：１５（和食会席御膳 　）（泊）

2

昼
夕

朝 昼

※添乗員は同行いたしません。※いちご農園ではお土産用のいちごは数に限りがございますので売り切れの場合は予めご了承ください。

2/20㈰

友同額

名湯！磯部温泉と
別所北向観音と善光寺両参り

名湯！磯部温泉と
別所北向観音と善光寺両参り
ご参加の皆さまへ！旬のいちご１パックお土産付！

●護　摩 8,000円（予定）
●ご祈祷 5,000円（予定）

北向観音の護摩、ご祈祷（別途
料金）ご希望の方は、当日（１日
目）乗務員にお申込みください。

コ
ー
ス

新井７：００→高田７：３０→直江津８：００→糸魚川９：００→〈北陸道〉→氷見温泉郷くつろぎの宿うみあかり（氷見
寒ぶり会席　・入浴・休憩）（約３時間滞在）→氷見漁港場外市場（ショッピング）→〈北陸道〉→糸魚川１７：００
→直江津１８：００→高田１８：２０→新井１８：４０

昼

氷見魚ブランド対策協議会が判定した期間に富山湾の定
置網で漁獲され氷見漁港で競られた６㎏以上の鰤のみが
最高級ブランド「氷見寒ぶり」を名乗ることができます。

氷見寒ぶりとは…

お食事代！なんと！

8,000円以上の
寒ぶり会席をご用意！

12
月
号

ツアー
ポイント♪
ツアー
ポイント♪

いちご
1kg付！
いちご
1kg付！

昼

昼


