
使っ得！にいがた県民割キャンペーン

取扱事業者一覧（旅行会社）
（R3.12.24現在）



2021/12/24現在

№ エリア 会社名 市町村名 住所 電話番号
HP

使っ得！にいがた県民割キャンペーン取扱事業者（旅行会社）

093 長岡・柏崎 ひまわり旅行柏崎 柏崎市 駅前2-3-10 0257-21-2071

094 長岡・柏崎 (株)第一旅行サービス 柏崎市 東本町1-1-2 0257-21-1551

095 長岡・柏崎 柏崎交通(株)　旅行センター 柏崎市 東本町３－１－３７ 0257-23-5153

096 長岡・柏崎 越後交通(株)　小千谷営業所 小千谷市 旭町１番３号 0258-83-2442

097 長岡・柏崎 (有)小千谷トラベル 小千谷市 本町2丁目１番２６号 0258-83-4004

098 長岡・柏崎 越後交通(株)　見附バスセンター 見附市 南本町２丁目７番１７号 0258-62-1101

099 長岡・柏崎 PVK(株)　 刈羽村 刈羽郡刈羽村大字刈羽１００ 0257-20-3100

100 湯沢・魚沼 (有)ホワイト旅行 十日町市 稲荷町3丁目南2-3 025-752-7052

101 湯沢・魚沼 越後交通(株)　十日町観光センター 十日町市 西本町２丁目４９１－１ 025-757-2103

102 湯沢・魚沼 (有)中央ツアー 十日町市 尾崎３２７－１ 025-752-5753

103 湯沢・魚沼 (一社)十日町市観光協会 十日町市 旭町251-17 025-757-3345

104 湯沢・魚沼 (特非)越後妻有里山協働機構 十日町市 本町6-1-71-26クロス10 4階 025-761-7749

105 湯沢・魚沼 共立観光（株）十日町支店 十日町市 駅通り120番地3 025-752-4128 http://www.kyoritsu-kanko.jp

106 湯沢・魚沼 (株)HOME away from HOME Niigata 十日町市 十日町市馬場丁１２５３番地２ 025-755-5080

107 湯沢・魚沼 (株)内田観光サービス 魚沼市 井口新田144-2 025-792-2850

108 湯沢・魚沼 つばさ観光トラベルサロン 魚沼市 井口新田827-11 025-793-3339

109 湯沢・魚沼 昭和観光(株)　小出営業所 魚沼市 本町1-1 025-792-6778

110 湯沢・魚沼 (一社)魚沼市観光協会 魚沼市 吉田1144 025-792-7300

111 湯沢・魚沼 (一社)魚沼市地域づくり振興公社 魚沼市 須原520 025-797-3514

112 湯沢・魚沼 南越後観光バス(株)　小出営業所 魚沼市 井口新田字樋下546-1 025-792-8114

113 湯沢・魚沼 昭和観光(株) 南魚沼市 塩沢796-1 025-778-2410

114 湯沢・魚沼 (特非)六日町観光協会 南魚沼市 六日町140-2 025-770-1173

115 湯沢・魚沼 (一社)南魚沼市観光協会 南魚沼市 下一日市855 025-783-3377

116 湯沢・魚沼 (特非)南魚沼もてなしの郷 南魚沼市 塩沢229-1 025-782-5105

117 湯沢・魚沼 共立観光（株）六日町支店 南魚沼市 六日町大字八幡沖3-2 025-772-2771 http://www.kyoritsu-kanko.jp

118 湯沢・魚沼 魚沼レンタカー夕(有)【浦佐旅行社】 南魚沼市 南魚沼市浦佐１３９８ 0254-52-6350

119 湯沢・魚沼 (株)エンゼル 湯沢町 南魚沼郡湯沢町土樽4707-1 025-787-2811

120 湯沢・魚沼 (一社)越後湯沢温泉観光協会 湯沢町 南魚沼郡湯沢町大字湯沢2431-1 025-785-5353

121 湯沢・魚沼 (株)ホップステップJAPAN 湯沢町 南魚沼郡湯沢町湯沢2449 025-784-4567

122 上越・妙高 頸城自動車(株)　マルケー旅行センターエルマール店 上越市 西本町３－８－８ 025-543-4120

123 上越・妙高 頸城自動車(株)　マルケー旅行センター石橋店 上越市 石橋２－３－１０ 025-543-4280

124 上越・妙高 はまなす旅行社 上越市 柿崎区直海浜1425-9 025-536-2091

125 上越・妙高 (株)三愛旅行社　上越支店 上越市 土橋1905-4 025-522-5622

126 上越・妙高 (株)バーツプロダクション　かなえる旅行社 上越市 西城町２丁目10-25大島ビル１０１ 025-512-5888

127 上越・妙高 頸城観光(株) 上越市 西本町2丁目3-21 025-543-4133

128 上越・妙高 (公財)雪だるま財団 上越市 安塚区安塚722-3 025-592-3988

129 上越・妙高 (株)エムケーケイ 上越市 石沢１１０３－１ 025-520-9761

130 上越・妙高 頸城ハイヤー(株) 上越市 中央1-1-1 025-543-2001

131 上越・妙高 (公社)上越観光コンベンション協会 上越市 藤野新田175-1 025-543-2777

132 上越・妙高 (有)直江津観光バス 上越市 福田957 025-539-0066

133 上越・妙高 (株)新潟トラベル上越営業所 上越市 石橋2845 中越運送 上越ロジスティクスセンター1F 025-520-9361 https://www.nts-kij.co.jp

134 上越・妙高 JTB イオン上越店 上越市 富岡3457 イオン上越1F 025-526-2313 https://stores.jtb.co.jp/j1402-0

135 上越・妙高 頸城観光(株)　糸魚川営業所 糸魚川市 寺町2丁目9-12 025-552-5311

136 上越・妙高 (株)三愛旅行社　糸魚川本社 糸魚川市 大町1-4-3 025-552-3445

137 上越・妙高 （一社）糸魚川市観光協会 糸魚川市 大町1-7-47 025-555-7344

138 上越・妙高 (一社)妙高ツーリズムマネジメント　 妙高市 田口309-1 0255-86-2412
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139 上越・妙高 頸城観光(株)　新井営業所 妙高市 栄町3-3 0255-72-3138

140 佐渡 (有)浦島（浦島観光） 佐渡市 窪田978-3 0259-57-3752

141 佐渡 (有)銀河旅行 佐渡市 畑野219 0259-66-3455

142 佐渡 佐渡汽船観光(株)　佐渡旅行センター 佐渡市 湊353　佐渡汽船両津港２Ｆ待合室内 0259-27-5345

143 佐渡 信栄バス(株)　信栄観光 佐渡市 羽茂本郷1922-1 0259-88-1100

144 佐渡 (一社)佐渡観光交流機構 佐渡市 両津夷384-11（あいぽーと佐渡内) 0259-58-7285

145 佐渡 新潟交通佐渡（株） 佐渡市 河原田諏訪町80番地 0259-57-1116 http://www.sado-bus.com

①　令和４年１月１日（土）チェックアウト分までの取扱
※　具体的な割引方法は、各サイトで確認の上、ご利用ください。

NO 予約受付状況 予約方式

146 販売終了
「地域観光事業支援」ページから、新潟県の対象宿泊施設を検
索・予約
→ 割引が自動適用されます

147 販売終了

「県内旅行応援キャンペーン」ページから新潟県の「クーポン」を
クリック（獲得）→ 対象施設を選ぶ → 予約に進み「クーポンを利
用」をクリック
→ 割引適用完了となります

148 予約受付中

「割引クーポン」ページから「地域観光事業支援」の中にある【新
潟県民限定】クーポンを選びクーポンコードをコピー → 宿泊施
設を検索→ 予約フォームにクーポンコードを入力 → 割引適用
完了となります

149 予約受付中
特集「都道府県・自治体キャンペーン」ページから新潟県をクリッ
ク → 割引額の「クーポン」をクリック（獲得）→ 対象宿泊施設の
予約時にクーポンを使用 → 割引適用完了となります

150 予約受付中
お知らせ欄「使っ得！にいがた県民割キャンペーン」ページから
入り予約
→ 割引が自動適用されます

151 予約受付中

国内旅行・国内ツアー＞「都道府県応援割」ページから新潟県を
クリック → 「クーポン」をクリック（獲得）→ 対象宿泊施設の予約
時にクーポンを利用
→ 割引適用完了となります

152 予約受付中

「都道府県割引旅行プラン＆割引クーポン」ページから甲信越＞
新潟県ページへ → 「宿泊割引クーポン」をクリック（獲得）→ 対
象宿泊施設の予約時にクーポンを利用 → 割引適用完了となり
ます

153 予約受付中
会員専用ページ（会員以外利用不可）に入って該当施設を予約
してください

154 予約受付中

「割引クーポン特集」ページから【新潟県民限定】をクリック → 割
引額のクーポンを選びクーポンコード・パスワードをコピー → 対
象宿泊施設の予約情報入力画面でクーポンコード・パスワードを
入力 → 割引適用完了となります

②　令和４年１月４日（火）チェックイン分からの取扱
※　準備が整い次第、一覧を随時更新します。

NO 予約開始可能日 予約方式

148 １/４（火）

「割引クーポン」ページから「地域観光事業支援」の中にある【新
潟県民限定】クーポンを選びクーポンコードをコピー → 宿泊施
設を検索→ 予約フォームにクーポンコードを入力 → 割引適用
完了となります

149
１/６（木）
13:00予定

特集「都道府県・自治体キャンペーン」ページから新潟県をクリッ
ク → 割引額の「クーポン」をクリック（獲得）→ 対象宿泊施設の
予約時にクーポンを使用 → 割引適用完了となります

150 １２/２４（金）
お知らせ欄「使っ得！にいがた県民割キャンペーン」ページから
入り予約
→ 割引が自動適用されます

151
分かり次第

お伝え致します

国内旅行・国内ツアー＞「都道府県応援割」ページから新潟県を
クリック → 「クーポン」をクリック（獲得）→ 対象宿泊施設の予約
時にクーポンを利用
→ 割引適用完了となります

152 １/７（金）

「都道府県割引旅行プラン＆割引クーポン」ページから甲信越＞
新潟県ページへ → 「宿泊割引クーポン」をクリック（獲得）→ 対
象宿泊施設の予約時にクーポンを利用 → 割引適用完了となり
ます

153 １２/２４（金）
会員専用ページ（会員以外利用不可）に入って該当施設を予約
してください

154 １/４（火）

「割引クーポン特集」ページから【新潟県民限定】をクリック → 割
引額のクーポンを選びクーポンコード・パスワードをコピー → 対
象宿泊施設の予約情報入力画面でクーポンコード・パスワードを
入力 → 割引適用完了となります

近畿日本ツーリスト

リロクラブ

ＪＴＢ

https://www.knt.co.jp/contents/fukkou/

http://www.fukuri.jp/

https://www.jtb.co.jp/myjtb/campaign/coupon/?karte=cou
pon

トラベルウェスト https://travelwest.jp/t1/niigatakenminwari00/

日本旅行 https://ecwww9.nta.co.jp/kokunai/special/ouen/residence
/niigata/

会社名 ホームページURL

るるぶトラベル https://www.rurubu.travel/deals

ゆこゆこネット https://www.yukoyuko.net/special/t00277

ゆこゆこネット

会社名

リクルートじゃらん

楽天トラベル

るるぶトラベル

ホームページURL

https://www.jalan.net/kanko-shien/

https://travel.rakuten.co.jp/special/pref-
trip/?lid=topC_ichioshi_c_pref-trip

https://www.rurubu.travel/deals

https://www.yukoyuko.net/special/t00277
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