部活動の顧問の先生方へ

Ｎ旅ジャパンにお問合せください！
日頃から株式会社Ｎ旅ジャパンをご愛顧いただき誠に有難うございます。
平成３０年度版も、新潟市内の宿泊につきまして、利便性・宿泊料金を重視して、
特典をお付けして、特別料金プランをご提案をして実績を重ねております。
毎年新潟市内の各施設も混み合っております。またお客様の予約が早いです。
日程が決まりましたら、お早目のご予約をお勧め致します。（仮予約もＯＫ）
お気軽にお問合せください。
どうぞ宜しくお願い致します。

新潟駅前ホテルプラン
同封宿泊プラン
割烹の宿 湖畔(※送迎特典付き！)
新潟ターミナルホテルチェーンプラン

昼食弁当
夕食手配

送迎バス
新潟駅・新潟港から大会会場、
又は宿泊施設から大会会場までの送迎は
ご相談ください。(※湖畔送迎特典付き）
送迎バスを所有する宿泊施設を手配致します。
（※但し施設により、有料となる場合があります。）

安く便利な
宿泊施設
ご希望にお応えする条件を探しご提案致します。
アクセスが便利で、予算にあった
便利な宿泊施設をご提案致します。

大会期間中、昼食弁当・夕食に困っていたら
ご相談ください。新潟市の旅行会社のプロが
面倒な手配も迅速丁寧にお応えします。

合宿遠征の事から
何から何まで手配
します。
学校又は最寄りの駅～新潟(各地)まで、新潟県
下の貸切バス（交通機関）の予約手配、見積書、
旅程表も作成致します。
必要の場合は、クーラーボックスを無料貸出し
致します。（在庫切れの場合はご了承下さい）

お問合せは！お早めに！

エヌ たび

旅行企画
手配・実施

Ｎ旅ジャパン

新潟県知事登録旅行業 第３-３６６号/ 一般社団法人全国旅行業協会正会員
◆営業時間◆月～金９：００～１８：００〔土日祝日は休業〕

□本社営業所
〒950-0911

新潟市中央区笹口2-121
まるよし第5ビル302号

025-240-7525

025-240-7526

平成３０年度版

２０１８年

4月１日～

3月31日

２０１９年

宿泊プラン / 【手配旅行】
客室タイプ

宿泊料金

（朝食付）
宿泊プラン Ａ
お部屋（洋室）おまかせプラン ５，８００円
シングル・ツイン・トリプル（補
助ベッド対応）いずれか利用 （夕・朝食付）
します。引率者・乗務員は、シ ７，２００円
ングルです。

新潟第一ホテル

ランドリーコーナー

朝食バイキング

５，３００円~５，８００円（税込）

□所在地：新潟市中央区花園１-３-１２
□アクセス：JR新潟駅万代口より徒歩約１分
□有料駐車場/１３０台（１泊１０００円） ※大型バス駐車可
□客室設備：テレビ（衛星放送）/電話/湯沸しポット/冷蔵庫/ドライヤー
ズボンプレッサー（貸出し含む）/温水洗浄便座/館内全館WI-FI対応
□洗濯機１７台（１回３００円）、乾燥機１７台（３０分１００円）、 製氷機あり
□コミックルーム（蔵書15,000冊）
□コンビニエンスストア館内１階
□ＶＯＤ（ルームシアター）無料

外観イメージ

男女「大浴場」付！
客室
（ツインルーム）

客室タイプ

宿泊プラン Ｂ

朝食バイキング（イメージ）

６，７００円（税込）

新潟駅前

宿泊料金

自動販売機コーナー（イメージ）
（朝食付）

お部屋<和室）おまかせプラン
和室（大部屋バストイレ無し） ５，３００円
シングル・ツイン・トリプル
（補助ベッド対応）いずれか利 （夕・朝食付）
用します。和室（大部屋）がメ ６，７００円
インになります。引率者・乗務
員は、シングルです。

ホテルプラン

客室タイプ

宿泊料金

宿泊プラン

（朝食付）

お部屋タイプおまかせプラン ５，７００円
シングル・ツイン・トリプルの （夕・朝食付）
いずれか利用します。引率
６，７００円
者・乗務員は、シングルです。

□所在地：新潟市中央区東大通1-11-25
□アクセス：JR新潟駅万代口より徒歩約３分
□有料駐車場/100台（１泊 １，０８０円）
□客室設備：テレビ（一般、衛星放送無料、ＣＳ放送有料）
電話/冷蔵庫/ドライヤー/ズボンプレッサー
温水洗浄便座/ 全館WI-FI対応
□１Ｆロビーに自動販売機コーナーあり
□コンビニエンスストア 徒歩約１分

男性大浴場
（男女大浴場とも）

ホテル（外観イメージ）
客室（エコノミーツイン）

ホテルサンルート新潟

お問合せは！お早めに！

エヌ たび

旅行企画
手配・実施

Ｎ旅ジャパン

新潟県知事登録旅行業 第３-３６６号/ 一般社団法人全国旅行業協会正会員
◆営業時間◆月～金９：００～１８：００〔土日祝日は休業〕

□本社営業所
〒950-0911

新潟市中央区笹口2-121
まるよし第5ビル302号

025-240-7525

025-240-7526

ご旅行条件（要旨）

※お申し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。

当パンフレットによるご旅行の手配は、株式会社Ｎ旅ジャパン（以下、「当社」といいます。）の手配
旅行約款によりお引受けいたします。
なお、その要旨は次の通りですが、このご案内に記載のないことは、当社で提示する手配旅行約
款をご覧ください。

取消料

１）申込金と契約の成立
①ご旅行をお申込みの際は、当社所定の申込書に必要事項をご記入いただくとともに、旅行代金
の２０％相当額の申込金を申し受けます。申込金は、旅行代金、取消料等、お客様が当社にお支
払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたします。
②お申込みいただくご旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金受領した際に成立いた
します。ただし、宿泊のみの手配については、口頭によるお申込みをお引受けすることがございます。
３）個人情報の取扱について
この場合の旅行契約は、当社が契約の締結した時に成立します。
当社（及び販売店）は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お
客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において
２）取消と取消料
お申込みを取消された場合は、宿泊施設所定の取消料、または違約料、当社の所定の取消手数 運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要
な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社（及び販売店）では①当社及び当社と提携
料金及び当社が得られるはずであった旅行業務取扱料金を申し受けます。
する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお
願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用
させていただくことがあります。

申込書（ＦＡＸ専用）ＦＡＸ：０２５-２４０-７５２６
申込日：

学校名：

部活（クラブ）名：

男性
申込人数

年

女性

合計人数

お申込み代表者名：

生徒

ＴＥＬ：（
携帯：（

）
）

－
－

引率者

ＦＡＸ：（

）

－

〒

-

所在地

希望
ホテル
希望
宿泊日

□新潟第一ホテル
月

日（

）

～

□ホテルサンルート新潟
月

日（

昼食弁当手配 ・ その他希望事項ございましたら、こちらにご記入ください。

）まで

計

泊

月

日

平成３０年度版

２０１８年

4月１日～

3月31日

２０１９年

宿泊プラン / 【手配旅行】

新潟市内での大会・合宿や遠征などに
便利！送迎マイクロバスも利用可能！

３０名様以上申込みのグループに

湖畔の送迎バスを利用のグループは、
湖畔提示額の５０%ＯＦＦで利用いただけます。
※湖畔の送迎バスが満車の場合があります。その場合はご了承下さい。

1泊2食付

外観イメージ

＜宿周辺ＭＡＰ＞

★閑静な和室(大部屋もございます）
★大浴場有り（男女とも洗い場１３ヶ所）

★無料駐車場有り！大型バスＯＫ！
★送迎マイクロバス有
（送迎範囲・料金はご相談ください）

★コンビニ・スーパーは徒歩圏内！
所在地 ： 新潟市中央区紫竹山7丁目5-13
アクセス： バス／新潟駅南口より長潟南部営業所行、
弁天橋下車徒歩3分
タクシー／新潟駅南口より約5分

★昼食弁当手配できます（650円～※応相談）
★周辺会場へもアクセス便利！
・ビックスワンスタジアム：車で約８分
・鳥屋野総合体育館：徒歩で約５分

お問合せは！お早めに！

エヌ たび

旅行企画
手配・実施

Ｎ旅ジャパン

新潟県知事登録旅行業 第３-３６６号/ 一般社団法人全国旅行業協会正会員
◆営業時間◆月～金９：００～１８：００〔土日祝日は休業〕

□本社営業所
〒950-0911

新潟市中央区笹口2-121
まるよし第5ビル302号

025-240-7525

025-240-7526

送迎バスのご案内

昼食弁当 手配のご案内

【申込条件：10名様以上でお申込みされた場合】
■学校の要望など何でもご相談ください。
■送迎については別途費用がかかる場合
がございます。３０名以上の申込みの場合は
湖畔の送迎バス半額でご利用いただけます。

ご旅行条件（要旨）

【申込条件：５名様以上から承ります】
新潟の滞在中に、昼食にお困りの場合、
当日の２日前にご注文受け付けております！
弁当の予算はご相談下さい。
６５０円から手配出来ます。

※お申し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。

当パンフレットによるご旅行の手配は、株式会社Ｎ旅ジャパン（以下、「当社」といいま
す。）の手配旅行約款によりお引受けいたします。
なお、その要旨は次の通りですが、このご案内に記載のないことは、当社で提示する
手配旅行約款をご覧ください。

１）申込金と契約の成立
①ご旅行をお申込みの際は、当社所定の申込書に必要事項をご記入いただくととも
に、旅行代金の２０％相当額の申込金を申し受けます。申込金は、旅行代金、取消料
等、お客様が当社にお支払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたします。
②お申込みいただくご旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金受領した
際に成立いたします。ただし、宿泊のみの手配については、口頭によるお申込みをお
引受けすることがございます。この場合の旅行契約は、当社が契約の締結した時に成
立します。
２）取消と取消料
お申込みを取消された場合は、宿泊施設所定の取消料、または違約料、当社の所定
の取消手数料金及び当社が得られるはずであった旅行業務取扱料金を申し受けま
す。

取消料

３）個人情報の取扱について
当社（及び販売店）は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報
について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込み
いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらの
サービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、
当社（及び販売店）では①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャン
ペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお
願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させてい
ただくことがあります。

申込書（ＦＡＸ専用）ＦＡＸ：０２５-２４０-７５２６
申込日：

学校名：

年

部活（クラブ）名：

男性

女性

合計人数 お申込み代表者名：

生徒

申込人数

引率者
〒

ＴＥＬ：（

）

－

携帯：（

）

－

ＦＡＸ：（

）

－

-

所在地

希 望
ホテル
希 望
宿泊日

月

日（

）

～

月

日（

）まで

マイクロ送迎 ・ 昼食弁当手配 ・ その他希望事項ございましたら、こちらにご記入ください。

計

泊

月

日

（イメージ）

平成３０年度版

２０１８年

4月１日～

3月31日

２０１９年

宿泊プラン / 【手配旅行】
新潟ターミナルホテル
（シングル：食事なし）
ターミナルアートイン
（シングル：食事なし）
お一人様/1泊室料1名利用・朝食なし （朝食付き５，２５０円～５，９００円）

Ｎ旅特別企画！ターミナルホテルチェーン
３館統一プラン 全客室タイプ対応で
１泊２食で均一価格！

1泊2食付

＜ターミナルホテルチェーン・JR新潟駅周辺マップ＞

（※ホテル～会場間）

※ご宿泊人数分ご用意致します。

■所在地：新潟市中央区花園1-6-31
■客室数： ７１室（シングル）
■アクセス： ＪＲ新潟駅万代口より徒歩2分
■客室設備：バス、トイレ、地デジＴＶ、電話、冷
蔵庫、
ドライヤー、ウォシュレット、冷暖房完
備
■インターネット（お問い合わせ下さい）
■駐車料金（1泊）：８00円
■コンビニエンスストア・・・・・徒歩１分
ご旅行代金/おひとり様（諸税・サービス料
■ＦＡＸ、コピー、コインランドリー、自動販売機
込）
設置（有料）
客室タイプ
宿泊料金

シングル(1室1名利用)
【広さ：１０．２㎡】

（食事なし）４，７００円
（朝食付き）５，２５０円

■所在地：新潟市中央区笹口1-14-3
■客室数：９５室（シングル、ダブル、ツイン）
■アクセス： ＪＲ新潟駅南口より徒歩２分
■客室設備：バス、トイレ、地デジＴＶ、電話、冷暖房
完備、
冷蔵庫、ドライヤー、ウォシュレット完備
■駐車料金（1泊）：８０0円
■インターネット全館対応
■コンビニエンスストア・・・・・徒歩１分
■ＦＡＸ、コピー、コインランドリー、自動販売機設置
ご旅行代金/おひとり様（諸税・サービス料
（有料）
込）

客室タイプ

宿泊料金

シングル(1室1名利用)
【広さ：９．８㎡】

（食事なし） ５，１００円

ダブル(1室２名利用)
【広さ：１５．８㎡】
ツイン(1室２名利用)
【広さ：１４．９㎡】
トリプル(1室３名利用)
【広さ：１５．８㎡】

■所在地：新潟市中央区笹口1-15-1
■客室数：１３９室（シングル、ダブル、ツイン）
■アクセス：ＪＲ新潟駅南口より徒歩２分
■客室設備：バス、トイレ、地デジＴＶ、電話、冷暖
房完備、
冷蔵庫、 ドライヤー、ウォシュレット完
備
■駐車料金（1泊）：８００円
■インターネット全館対応
■コンビニエンスストア・・・・・徒歩１分
ご旅行代金/おひとり様（諸税・サービス料
■ＦＡＸ、コピー、コインランドリー、自動販売機設
込）
客室タイプ
宿泊料金
置（有料）

（朝食付き） ５，８５０円
（食事なし） ４，６５０円
（朝食付き） ５，４００円
（食事なし） ４，６５０円
（朝食付き） ５，４００円
（食事なし） ３，７８０円
（朝食付き） ４，５４０円

シングル(1室1名利用)
【広さ：１０．０㎡】
ダブル(1室２名利用)
【広さ：１４．０㎡】
ツイン(1室２名利用)
【広さ：２０．０㎡】
トリプル(1室３名利用)
【広さ：２０．０㎡】

（食事なし） ５，３００円
（朝食付き） ５，９００円
（食事なし） ４，８５０円
（朝食付き） ５，４５０円
（食事なし） ４，８５０円
（朝食付き） ５，４５０円
（食事なし） ４，０００円
（朝食付き） ４，６００円

お問合せは！お早めに！

エヌ たび

旅行企画
手配・実施

Ｎ旅ジャパン

新潟県知事登録旅行業 第３-３６６号/ 一般社団法人全国旅行業協会正会員
◆営業時間◆月～金９：００～１８：００〔土日祝日は休業〕

□本社営業所
〒950-0911

新潟市中央区笹口2-121
まるよし第5ビル302号

025-240-7525

025-240-7526

レンタカー宿泊者特別価格ご案内

無料送迎バスのご案内
２８人乗りマイクロバスを完備！
ご利用条件
ご宿泊１０名様以上で
申込された場合
ご利用のご案内
■学校の要望など何でもご相談ください。
■２８名以上の送迎も可能。（ご相談下さい）
■学校団体様の無料送迎いたします。（送迎範囲：ご相談下さい）
■新潟市内の競技会場まで無料送迎します。

昼食弁当・夕食 手配のご案内
★昼食弁当の手配【申込条件：１件・５名様以上から承ります】
新潟の滞在中に、昼食に困っていたら、当日の２日前にご注文下さい。
弁当の予算はご相談下さい。

ご旅行条件（要旨）

ご利用 車種・車名
スズキワゴンＲ（軽自動車）

（ホテル所有レンタカーのご案内）
お申込みは、ご宿泊と一緒ご予約下さい。

ダイハツムーブ（軽自動車） 全車両ＥＴＣ・ナビ搭載！
（ＥＴＣをご利用の場合は、必ずＥＴＣカードをご持参下さい）

軽自動車

一般価格

宿泊特別価格

6時間

5,184円

4,000円

12時間

5,832円

4,500円

24時間

6,912円

5,000円

以後1日毎（24時間毎）

5,832円

4,500円

超過料金（1時間毎）

1,080円

1,080円

※レンタカー料金に【免責保障料】も含まれます。

★夕食のご手配受け賜ります。（内容はご相談下さい）

※お申し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。

当パンフレットによるご旅行の手配は、株式会社Ｎ旅ジャパン（以下、「当社」といいま
す。）の手配旅行約款によりお引受けいたします。
なお、その要旨は次の通りですが、このご案内に記載のないことは、当社で提示する
手配旅行約款をご覧ください。

取消料

１）申込金と契約の成立
①ご旅行をお申込みの際は、当社所定の申込書に必要事項をご記入いただくとともに、
旅行代金の２０％相当額の申込金を申し受けます。申込金は、旅行代金、取消料等、
お客様が当社にお支払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたします。
②お申込みいただくご旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金受領した
際に
成立いたします。ただし、宿泊のみの手配については、口頭によるお申込みをお引受け
することがございます。この場合の旅行契約は、当社が契約の締結した時に成立しま
す。

３）個人情報の取扱について
当社（及び販売店）は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報
について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込み
いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらの
サービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、
当社（及び販売店）では①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャン
２）取消と取消料
ペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお
お申込みを取消された場合は、宿泊施設所定の取消料、または違約料、当社の所定
願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させてい
の取消手数料金及び当社が得られるはずであった旅行業務取扱料金を申し受けます。 ただくことがあります。

申込書（ＦＡＸ専用）ＦＡＸ番号０２５－２４０－７５２６

申込日：

学校名：

年

部活（クラブ）名：

男子

女子

引率者

合計人数

申込人数

〒

所在地

お申込み代表者名：
ＴＥＬ：（

）

－

ＦＡＸ：（

）

－

-

希望宿泊日：

月

日（

） から

送迎バスの手配希望など（昼食弁当手配、その他要望承ります。）

泊

①希望ホテル名：
②希望ホテル名：
③希望ホテル名：
希望客室タイプ＋室数：
シングル：
室

室

ツイン：

室

（

）

食事条件（いずれか○印を付けて下さい）
※詳しくは、弊社担当者にご相談下さい。

食事なし

月

・

朝食付き

・

１泊２食（朝食・夕食付き）

日

