︻共通︼

おすすめの
お宿一例！

使っ得！にいがた
県民割キャンペーン

●この旅行は当社が手配する旅行であり、お客様は当社と手配契約を締結いたしますので事前に内容をご確認ください。
●臨時休館や空室状況により宿泊手配できない場合がございます。●お申し込み時及び旅行当日は身分証明書とワクチ
ン接種歴がわかる書類をご持参ください。●お支払いは現金のみ、各種割引券はご利用いただけません。●小人料金はお
問い合わせください。●その他のお宿は、お問い合わせください。●日曜日・土曜日・休前日の空室が少なくなっております。
●お申し込み後、お客様の都合によりお取消しの場合は各施設の宿泊約款により取消料が発生する場合がございます。

5月31

個人型
マイカープラン

新潟県、山形県、福島県、群馬県、長野県、富山県、石川県、福井県 にお住まいの方限定

現 地 集 合・解 散 !

宿泊代金
宿泊代金
一人当たり
一人当たり
地
地 域
域
クーポン券
クーポン券

宿泊ま 日
で
最大5,000円割引！
対
象
2,000円分付！
※予算
達 し が上限に
た
キャン 場 合 は
終了と ペ ーンが
なりま
す。

025-543-4280

ご予約
電 話 （平日 8:30〜18：00）祝日・休日は休業日となります。

※ 新 型コロナウィルス感染拡大により県 民 割キャンペーンが 一 時 停 止になる場 合 がございます 。停 止 期 間 中は割 引前の旅 行 代 金でのご案内となります 。

鵜の浜温泉 海鮮の宿
No.1! ホテルうのはま
人気

旅行代金・お支払い実額／大人お一人様1泊2食

（価格はすべて税込です）
※竹コースは夕食時、飲み物は付きません。※松コースは夕食時、
お酒又はソフトドリンク１本付き又は、ビール中瓶２人で１本！

竹コース

平日・休日

大人2〜5名様 10,000円 割引後

松コース

大人2〜5名様 13,000円 割引後

一般客室

土曜日・休前日

5,000円 11,100円

平日・休日

（料理ランクアップ・飲物付）

割引後

お部屋タイプ：基本和室
6,100円 ・（バス又はシャワー
・トイレ付き）

8,000円 14,100円

割引後

9,100円

旅行代金・お支払い実額／大人お一人様1泊2食

（価格はすべて税込です）

特典：夕食時お酒又はソフトドリンク1本付！

平日・休日

大人2〜5名様 11,000円

割引後

9,000円

旅行代金・お支払い実額／大人お一人様1泊2食

（価格はすべて税込です）

特典：夕食時お酒又はソフトドリンク1本付！

【宿泊日】5月9日
（月）〜 5月31日（火）除外日：5/9・10・28
一般客室

平日・休日

大人4名様以上 10,000円 割引後
大人3名様

11,000円 割引後

大人2名様

13,000円 割引後

割引後
割引後
割引後

旅行代金・お支払い実額／大人お一人様1泊2食

（価格はすべて税込です）

特典：夕食時お酒又はソフトドリンク1本付！

平日・休日

大人4名様以上 11,000円 割引後
大人3名様

12,000円 割引後

大人2名様

14,000円 割引後

割引後
割引後
割引後

3421
長野県
日帰り

朝0 昼1 夕0

ガイド付

ワクチン/PCR

姫川源流と
●旅行代金

お1人様

12，
９
12，
９０
００
０円円

出発確定

5/22㈰・29㈰

大人小人同額 友 500円引き

新井７：００→高田７：３０→直江津８：００→糸魚川９：００→〈Ｒ１４８〉→姫川源流・
・
・親海湿原（現地専門ガイドがご案内／約１時
間３０分散策）→白馬五竜エスカルプラザ（白馬名物ガレットバイキング 昼 ）→白馬マウンテンハーバー（ゴンドラで８分、標
高１,２８９ｍの山頂テラスへ）→〈Ｒ１４８〉→糸魚川１７：００→直江津１８：００→高田１８：２０→新井１８：４０

●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、2022年５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。

お申込・お問い合わせ☎

大人3名様

12,000円

大人2名様

14,000円 割引後

割引後

土曜日・休前日

6,000円 14,000円
7,000円 15,000円
9,000円 17,000円

ロッテアライリゾート

割引後
割引後
割引後

9,000円
10,000円
12,000円

NEW!

旅行代金・お支払い実額／大人お一人様1泊2食

（価格はすべて税込です）

※夕食時は飲み物は付きません。

平日・休日

頸城自動車ホームページ

土曜日・休前日

8,000円 14,000円 割引後

9,000円

・お部屋タイプ：洋室
（バス・トイレ付き）
・夕食：バイキング予定・朝食：バイキング予定
・チェックイン 15：00 ・チェックアウト 11：00

現地で乗換えなし！マルケーのバスで移動も楽々！

3420
長野県

©上高地観光旅館組合

日帰り

朝0 昼1 夕0

ガイド付

初夏の上高地ミニハイキング
上高地でたっぷり約３時間半滞在！

ワクチン/PCR

●出 発 日

●旅行代金

出発確定

5/28㈯・29㈰
6/11㈯・26 ㈰

お1人様

11，
９
11，
９０
００
０円円

※添乗員は同行いたしません。※歩きやすい服装・靴でご参加ください。

大人小人同額 友 500円引き

直江津石橋バスセンター６：３０→高田７：００→新井７：３０→〈上信越道〉→上高地（ゆっくり約３時間
半／自由散策・弁 ）→〈上信越道〉→新井１７：５０→高田１８：１０→直江津石橋バスセンター１８：３０

●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。

グリーンツアー

（価格はすべて税込です）

特典：夕食時お酒又はソフトドリンク1本付！

・お部屋タイプ：基本和室
（バス・トイレ付き）
※但しアウトバスになる場合も有 ・夕食：和食会席膳
（レストラン対応）・朝食：バイキング
又はお膳予定 ・チェックイン 15：00 ・チェックアウト 10：00

コース

コース

※添乗員は同行いたしません。
※歩きやすい、服装・靴でご参加ください。ハイキングレベル：初級

露天風呂客室
変更は２,000円増

旅行代金・お支払い実額／大人お一人様1泊2食

平日・休日

コースNo.

親海湿原ミニハイキング

●出 発 日

大湯温泉 源泉湯の宿かいり

大人2〜3名様 13,000円 割引後

現地専門ガイドがご案内する！

お よ み

土曜日・休前日

7,800円 15,800円 割引後 10,800円

・お部屋タイプ：基本和室
（バス・トイレ付き）・夕食：和食会席膳
（レストラン対応）・朝食：バイキング又
はお膳予定 ・チェックイン 15：00 ・チェックアウト 11：00

一般客室

9,000円
10,000円
12,000円

・お部屋タイプ：基本和室
（バス・トイレ付き）
※但しアウトバスになる場合も有 ・夕食：和食会席膳
（レストラン対応）・朝食：バイキング
又は和食予定 ・チェックイン 15：00 ・チェックアウト 10：00

コースNo.

（価格はすべて税込です）

特典：夕食時全ての飲み物が１杯２８０円！

【宿泊日】5月9日
（月）〜 5月31日（火）

土曜日・休前日

6,000円 14,000円
7,000円 15,000円
9,000円 17,000円

旅行代金・お支払い実額／大人お一人様1泊2食

平日・休日

大人4名様以上 11,000円 割引後

【宿泊日】5月9日
（月）〜 5月31日（火）除外日：5/11・18・25
一般客室

越後湯沢温泉 ホテル双葉

一般客室

8,000円
9,000円
11,000円

・お部屋タイプ：基本和室
（バス・トイレ付き）
※但しアウトバスになる場合も有 ・夕食：和食会席膳
（レストラン対応）・朝食：バイキング
又はお膳予定 ・チェックイン 15：00 ・チェックアウト 10：00

咲花温泉 佐取館

6,150円

割引後

【宿泊日】5月9日
（月）〜 5月31日（火）除外日：5/11・19

土曜日・休前日

5,000円 13,000円
6,000円 14,000円
8,000円 16,000円

11,150円

大人2〜4名様

大人2〜5名様 12,800円 割引後

・お部屋タイプ：基本和室
（バス・トイレ付き）
※但しアウトバスになる場合も有 ・夕食：和食会席膳
（レストラン対応）・朝食：バイキング
又はお膳予定 ・チェックイン 15：00 ・チェックアウト 10：00

弥彦温泉 四季の宿みのや

平日・休日・休前日 同一料金

一般客室

土曜日・休前日

6,000円 14,000円

割引後

（価格はすべて税込です）

休前日も
料金アップ
なし！

【宿泊日】5月9日
（月）〜 5月31日（火）除外日：5/16・17・28

【宿泊日】5月9日
（月）〜 5月31日（火）除外日：5/28
一般客室

旅行代金・お支払い実額／大人お一人様1泊2食

※観光クーポン券 2,000円分付！
・お部屋タイプ：洋室
（ツイン＋エキストラベッド）
（バス・トイレ付き）
・夕食：和食会席膳
（レストラン対応） ・夕食：バイキング又はコース料理
（和洋中）
・朝食：和定食
・朝食：バイキング又は和又は洋朝食セット
・チェックイン 15：00
・チェックイン 15：00 ・チェックアウト 10：00
・チェックアウト 10：00

土曜日・休前日

岩室温泉 ゆもとや

※割引を行う際は、新型コロナワクチン３回接種済又は検査結果が
陰性であることが条件となります。※宿泊人数に応じて夕食・朝食の
内容が変動します。※夕食時、飲み物は付きません。

【宿泊日】5月9日
（月）〜 5月31日（火）

【宿泊日】5月9日
（月）〜 5月31日（火）
（飲物なし）

NEW!
斑尾東急リゾート
ホテルタングラム

信州割SPECIAL宿泊割適用

旅行企画実施

頸城自動車株式会社

新潟県知事登録国内旅行業第2−100号 （一社）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
ツアー等
お問合せ

東 頸 バ ス(599)2312
糸魚川バス(552)0180

頸北観光バス(536)2219
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。

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
※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。

