
■基本代金/お一人様・1泊2日食事なし（単位：円）

■基本代金/お一人様・1泊2日食事なし（単位：円）

■基本代金/お一人様・1泊2日食事なし（単位：円）

■基本代金/お一人様・1泊2日食事なし（単位：円）

IN 15:00

OUT 10:30

客室 洋室バストイレ付

交通 JR新潟駅より徒歩約2分

朝食付：１，０００円増

宴会場（和洋中バイキング）

IN 14:30（通常15:00） OUT 10:30（通常10:00）

夕食 レストラン（会席料理）

朝食

客室

交通

幼児 3～5才3,240円

やひこ館：和室バストイレ付

ＪＲ燕三条乗換え、
弥彦駅より車約10分

※宿泊人数により和食セットメニューとなる場合がございます。

レストラン（和洋バイキング）

　　　　　　　（12.5畳/2～6名）

IN 14:00

OUT 11:00

客室 洋室バストイレ付

交通 JR新潟駅より車約５分

朝食付：１，５００円増

レストラン（和洋バイキング）

ANAクラウンプラザホテル新潟
4411-302（手1）外観

ホテルオークラ新潟
★4411-304（手1）外観

4411-315（手0）

ホテルサンルート新潟

★4421-103（手2）

露天風呂

※ＪＲセットプランの詳しいご案内は裏面をご覧下さい。 宿泊日数に応じて加算してください

裏面のJR利用差額代金をご覧下さい基本代金に含まれているモデル宿泊代金を差し引きます

+
-

基本代金

17,300円

JR利用駅発着地別駅差額代金

-
モデル宿泊代金

3,900円 +
ご希望の施設の

宿泊プラン代金 往路・復路

基本代金 おひとり様　おとな 17,300円

＋往復JR　東京⇔新潟
新潟第一ホテル（ﾂｲﾝ）2名1室利用/食事なし

ご宿泊（１泊3,900円）の場合

ツイン(17㎡） シングル（12.4㎡）

2名1室 1名1室
3/10・12 3,900 5,000

3/11 4,500 5,500

宿泊日
宿泊プラン

ツイン(23.6㎡） ツイン(18㎡） シングル（15.8㎡）

3名1室 2名1室 1名1室
3/10・12 5,500 5,500 6,600

3/11 7,100 7,100 8,200

宿泊日
宿泊プラン

■基本代金/お一人様・1泊2日食事なし（単位：円）

ツイン客室一例

■基本代金/お一人様・1泊2日食事なし（単位：円）

ラマダホテル新潟

コンフォートホテル新潟駅前

4411-301（手0）

4411-331（手1）

■基本代金/お一人様・1泊2日 　　　　　　　　 （単位：円）夕・朝食付

4405-103（手1） ★4401-101（手1）

外観

庭園

ツイン(22㎡） ツイン(18㎡） シングル（13㎡）

3名1室 2名1室 1名1室
3/10・12 5,900 6,400 7,400

3/11 6,400 6,900 7,900

宿泊日
宿泊プラン

ツイン(18㎡） ダブル（13㎡）
2名1室 1名1室

3/10・12 6,400 7,300
3/11 9,400 9,900

宿泊日
宿泊プラン

■基本代金/お一人様・1泊2日 　　　　　　　　 （単位：円）夕・朝食付

新潟第一ホテル 4411-323（手0）
シングル客室一例

■基本代金/お一人様・1泊2日食事なし（単位：円）

外観

外観

外観

ホテル日航新潟

※3/11の設定はありません

■基本代金/お一人様・1泊2日食事なし（単位：円）

■基本代金/お一人様・1泊2日食事なし（単位：円）

シングル（17㎡） セミダブル（23㎡）

3名1室 2名1室 1名1室 2名1室
3/10・12 5,000 7,100 7,100 4,500

3/11 9,200 11,400 11,900 8,200

宿泊プラン
ツイン(32㎡）宿泊日

■基本代金/お一人様・1泊2日 　　　　　　　　 （単位：円）夕・朝食付

■基本代金/お一人様・1泊2日食事なし（単位：円）
■基本代金/お一人様・1泊2日食事なし（単位：円）

IN 15:00

OUT 11:00

客室 洋室バストイレ付

交通 JR新潟駅より徒歩約１分

朝食付：１，０００円増

レストラン（和洋バイキング）

IN 14:00

OUT 11:00

客室 洋室バストイレ付

交通 JR新潟駅より車約８分

朝食付：１，８５０円増

レストラン（和洋バイキング）

IN 14:00（通常15:00）

OUT 11:00（通常10:00）

客室 洋室バストイレ付

交通 JR新潟駅より徒歩約5分

ホテルからのお楽しみメニュー
★軽食(朝食)をご用意（パン・おにぎり等）

IN 14:00

OUT 11:00

客室 洋室バストイレ付

交通 JR新潟駅より徒歩約３分

朝食付：１，０００円増
レストラン又は宴会場（和洋バイキング）

シングル（18㎡）

3名1室 2名1室 1名1室
3/10・12 5,000 6,100 7,100

宿泊日
宿泊プラン

ツイン(26㎡）

ツイン（18㎡）客室一例

IN 14:00

OUT 11:00

客室 洋室バストイレ付

交通 JR新潟駅より徒歩約１０分

朝食付：１，５００円増

レストラン（和洋バイキング）

★4411-318（手1）

IN 14:00（通常15:00）

OUT 11:00（通常10:00）

夕食 レストラン（和食膳）

朝食 レストラン（和食）

客室 本館：和室バストイレ付
　　　（10又は12畳/2～6名）

交通 JR新潟駅乗換え、豊栄駅より

ぶらさんシャトルバス約20分

幼児 2～4才1,080円

※燕三条駅～弥彦駅間の乗車券は別途お求め下さい。

シングル（16㎡）

3名1室 2名1室 1名1室
3/10・12 7,100 7,600 8,700

3/11 9,800 10,300 11,400

宿泊日
宿泊プラン

ツイン(25㎡）

4～6名1室 2～3名1室
3/10 10,900 12,700
3/11 15,100 16,900
3/12 11,900 13,700

宿泊日
宿泊プラン

ゆもとや 〈やひこ館〉

夕映えの宿 汐美荘〈南館〉

4～5名1室 3名1室 2名1室
3/10・12 10,200 11,300 13,400

3/11 13,900 15,000 17,100

宿泊日
宿泊プラン

南館

IN 14:00（通常15:00）

OUT 11:00（通常10:00）

夕食 レストラン又はお食事処

朝食

客室

（10畳/2～5名）

交通 JR新潟駅乗換え、

村上駅より車約7分

幼児 2才2,700円

レストラン（和洋バイキング）

（和食会席膳とハーフバイキング）

南館：和室バストイレ付
4～6名1室 3名1室 2名1室

3/10・12 9,700 10,800 12,900
3/11 12,300 13,400 15,000

宿泊日
宿泊プラン

ホテルニューあけぼの〈本館〉

販売店

３３６１２１８－００1－００１－△△△
宿泊予約時は施設コードを入力して下さい。

コースコード

※基本代金は2名以上でお申込みの場合の代金です。１名でお申込みの場合は差額代金がかかります。



赤東 16-0613

IN  チェックイン時間 夕食  夕食場所（内容） 客室  お部屋タイプ 幼児

OUT  チェックアウト時間 朝食  朝食場所（内容） 交通  交通

施設情報の
見方

乳幼児で食事寝具を利用されない場合の施設使用料

駐車場の情

報です。

エステ又はマッサージ施

設を備えています。※状

況によりご利用いただけな

い場合があります。

禁煙ルームのご

希望を承りま

す。

WiFiがご利用できま

す。※ご利用可能な

キャリアは各施設にお

問い合わせ下さい。

マークの
見方

お風呂に温泉を利用しています。（施設

により「加水」「加温」「循環」「消毒

殺菌」等の処理や「入浴剤」を使用して

いることがあります）

風情ある露天の湯

でのんびりおくつ

ろぎください。

屋内貸切風呂がございます。

※事前にご予約下さい。※予約

状況によりご利用いただけない

場合があります。

お部屋のトイレに

洗浄機付トイレが

設置されていま

す。

1日目 お客様ご自宅又は前泊地 →（お客様ご負担）→ ご宿泊地（泊） ２日目 ご宿泊地→（お客様ご負担）→お客様ご自宅又は後泊地
宿泊プラン

スケジュール ※「こども」の場合も全行程「おとな」で予約して下さい。

　共通のご案内〈必ずお読み下さい〉
●いずれも、旅行代金には「サービス料・消費税等諸税」が含まれています。　●添乗員・現地係員の同行しない個人旅行です。このご
旅行では約款に定める旅程管理は行ないません。ご旅行に必要なクーポン券類をお渡しいたしますので、ご旅行中の諸手続きはお客様

ご自身で行なっていただきます。●最少催行人員：1名様（おとな1名様よりお申込みを受付）※一部コースは2名但し、JR利用プランは特
に記載がない限り最少催行人員：2名様（2名様よりお申込みを受付）となります。●旅行開始後のお客様都合による旅行中止の場合、未

使用部分についての払戻は一切できません。（運休・欠航等による場合はこの限りではありません。）●ご旅行日程中、当社による交通
機関、ホテル等の手配が全く行われていない期間にお客様が被った損害については当社約款に基づく補償金等の支払い対象になりま
せん。

＜宿泊プランについて＞
●原則、同一グループは同一プラン・同一メニューにてお申込みください。（一部人数でのプランの変更はできません。）　●お宿、プラ

ン、宿泊日によりご用意したお部屋数に限りのある場合があります。　●宿泊について１室につきおとな１名様（一部２名様）以上となるよう
にお申込みください。

＜料理提供内容について＞
●お食事場所はお部屋の利用人数により記載場所と異なる場合があります。また、同様に食事内容が「バイキング」の場合、お宿の都合
により食事場所・内容が変更となる場合があります。　●同一宿泊施設で連泊される場合、２泊目のお食事内容はパンフレット記載内容と

異なる場合があります。●同一宿泊施設で連泊される場合、２泊目のお食事内容はパンフレット記載内容と異なる場合があります。
＜客室について＞

●洋室の利用の場合で特に明記のない場合は1名1室はシングル、2名１室はツイン又はダブル、３名以上１室はツイン+補助ベッドとなり
ます。３名以上１室の場合、お部屋が手狭になったりベッドの運び込みが遅くなる場合がありますのであらかじめご了承ください。

＜JRセットプランでのご利用について＞

●列車・便・座席等の手配については、ご希望通り手配できない場合、座席が離れる場合があります。●乗車変更については、旅行開始
前（列車出発の2時間前まで）で、お申込み店（ＪＲ発券店舗）にＪＲ券を持参された場合、1回に限りお申込み店（ＪＲ発券店舗）でのみ変

更可能です。（乗車日・乗車区間・列車プラン・座席種別の変更は乗車変更扱いとはなりません。）旅行開始後及び申込み店（ＪＲ発券店
舗）以外での変更はできません。●お申込み店と発券店舗が異なる場合、変更の手続きに日数を要する場合があり変更手続きを承れな
い場合があります。予めご了承ください。詳しくはお申込み店にご確認ください。●取消・減員が発生した場合、列車の出発前までにＪＲ

券を持参の上、営業時間内に申込み店舗に申し出ください。持参できない場合は、最寄のＪＲ駅（みどりの窓口）にて往復分の指定席取
消証明を受けてください。）払戻は10日間を目安に、お申込み店にＪＲ券をお持ちください。（払戻にはＪＲ券が必要となります。）●ＪＲセッ

トプランでは、特別割引による乗車券・特急券類を使用しています。このため次のような点で通常のＪＲ切符とは取扱が異なりますのでご
注意ください。・パンフレットに記載のある途中下車可能駅を除き、途中下車はできません。（下車された場合は、前途放棄扱いとなりま

す。）途中下車駅では自動改札を通らず、有人改札をご利用ください。　・指定席がお取りできない場合は自由席のご利用となります。
（全席指定席の場合及び、利用列車限定プランを除く）ただし、自由席利用の場合、差額返金はありません。●旅行商品上、ご利用いた

だける席数に制限がある場合がございます。一般席に空席があっても当該商品では満席となる場合があります。
＜本パンフレットに記載している写真・マーク表示・情報・その他について＞
●風景写真については、撮影時期の関係で実際とは情景が異なることがあります。●各施設の情報として掲載している「各種マーク表

示」「駐車場利用条件（車種・台数等）及び料金」等は施設の情報を基にしています。予告なく変更となる場合がありますので、事前に各
施設にご確認されることをお勧めいたします。●宿泊施設により、客室までの荷物の上げ下げはお客様自身で行っていただきます。

■ＪＲプラン発着駅別旅行代金差額表 （おとな片道/乗車日基準/単位：円）

《往復ＪＲセットプラン「一人旅」》 ■一人旅差額表 （おとな片道/乗車日基準/単位：円）

-1,600

利用駅
途中下車
可能駅

-

新 潟

新 潟

+200

-1,800

村 上

豊 栄

新 潟

燕三条 -

差額なし -400 -800 -1,100

東京 上野 大宮 熊谷 本庄早稲田 高崎

+500

■グリーン車利用割増代金　（片道/単位：円）
※左記差額を算出してからの割増となります

横浜・千葉

八王子

3/10-13

-800 -1,000

-1,300

乗車日

+300 差額なし -500 +1600

-1,400 -1,800 -2,100 -2,600 -500

+300

利用列車 乗車日
普通車指定席
または自由席

新　　　潟 とき号
3/10-13

＋１，２００

燕　三　条 Ｍａｘとき号

村　　上

おとな

３,０００円増

＋１，１００

おとな

２,０００円増
おとな

２,５００円増

とき号・Maxとき号

新 潟 （豊栄） 燕　三　条

とき号・Maxとき号＋いなほ号

利用駅

列車名

利用駅

割増代金

差額なし -200 -600 -1,000

+1300 +1100 +700

■ＪＲプランご案内；
・当プランは東京⇔新潟往復利用代金を表示しています。

その他の駅に発着駅を変更する場合は下左記の「ＪＲプラン発着駅別旅行代金差額表」にて算出し
てください。
・東京・上野駅をご利用の場合の乗車券は東京都区内の各駅で、横浜駅をご利用の場合は横浜市
内の各駅でご利用いただけます。
※新幹線と特急を乗り継ぐ場合、普通車指定席と自由席、グリーン車指定席と普通車指定席など異
なる種別の組み合わせはできません。
※熊谷・本庄早稲田駅から（まで）、燕三条駅以遠の各駅をご利用の場合で、途中乗継ぎが発生する
場合、とき号、Ｍａｘとき号の乗換駅は高崎駅のみとなります。
・普通車自由席ご利用の場合も、同額となります。
・２名以上、往復・同一行程（発着駅・利用列車）でのご利用となります。（一人旅除く）
・グリーン車のご利用は新幹線・特急乗車区間のみとなります。

往復ＪＲセットプランの1人利用ができます｡利用対象列車に制限がありますのでご注意ください｡ホテル欄に表記されているＪＲセットプラン代金は、2名様
以上のご利用の場合となっていますので、左記割増代金を加算してください｡
※上記発着駅別差額代金【ＪＲプラン発着駅別旅行代金差額表】を加減算してからの割増となります。
※往復利用に限ります｡

※「グリーン車利用」の場合は､さらにグリーン車利用割増代金が加算となります｡

販売店

※中抜けで１泊目の宿を利用しない場合は往路乗車日の日付で3361218-001-006(種別：その他)を登録してからＪＲ(契)を登録してください。

※検索される際は、JR検索条件の「素材グループ」、「乗車駅」、「降車駅」、「設備種別」を入力してください。

お得なＪＲプランコースコード

 ３３６１２１８－００１－□□□

素材グループ 往路 復路

2名以上 002 003

一人旅 004 005

途中下車について：途中下車可能駅での列車の乗り継ぎは、往路は乗り継ぐ列車が普通・快速列車自由席のみの場合は翌日まで、特急列車などで座席指定

を伴う場合と、特急列車自由席を利用する場合は当日のみ、復路はどの列車を利用した場合も当日のみとなります。


