
 

地上100m、日本海と信濃川の大パノラマを見下ろす新潟日報メディアシップ19階のレストラン

築100年、旧新潟県副知事公舎をリノベーションした新感覚のレストラン

【重要】ワクチン・検査パッケージについて
本キャンペーン適用に際し、以下「①②③いずれか」および「④」の書類をご参加のお客様全員分ご提出下さい。(コピー、web回答画面の画像可)

④本人確認書類：運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなどの公的機関発行のものをご提示下さい。

ご
出
発
の
6
営
業
日
前
ま
で

②陰性の検査結果通知書：PCR検査等(有効期限／検体採取日＋3日)、抗原定性検査(有効期限／検体採取日＋1日)
※検査結果通知書は、①受検者氏名 ②検査結果 ③検査方法 ④検査所名 ⑤検体採取日 ⑥検査管理者氏名 ⑦有効期限 が明記されているものをご利用下さい。

（抗原定性検査を事業者の管理下で行い、検査結果通知書を発行する場合は、上記③の代わりに使用したキット名を、④の代わりに事業所名を記載したもの。）

※お客様ご自身で所定の医療機関・検査機関等で検査をお受け下さい。市販の検査キット等での診断結果はご使用いただけませんのでご注意下さい。

なお、検査費用はお客様のご負担となります。

※②をご提示予定のお客様は、当日タクシー乗務員へご提示下さい。また、ご出発の6営業日前までに「検査結果通知書でご提示予定」である旨をご連絡下さい。

③-1 新潟県内にお住まいの方 ：ワクチン接種証明書を取得できるアプリケーション(2回目接種以降14日経過しているもの)：新型コロナワクチン接種証明書アプリ

③-2 新潟県外にお住まいの方 ：ワクチン接種証明書を取得できるアプリケーション(3回目接種済みのもの)：新型コロナワクチン接種証明書アプリ、ぐんまワクチン手帳
※③-1または③-2をご提示予定のお客様は、当日タクシー乗務員へご提示下さい。また、ご出発の6営業日前までに「接種証明アプリでご提示予定」である旨をご連絡下さい。

※③-2ぐんまワクチン手帳は、群馬県に居住の方のみご利用いただけます。

上記「①②③いずれか」および「④」の書類を事前・ご旅行当日ともにご提示いただけない場合、本キャンペーン適用外となり、割引前の旅行代金との差額をお支払いいただくほか、

地域クーポン券のお渡しもございません。確認書類①～④のいずれも後日の提示は認められませんので、くれぐれもご注意下さいますようお願い申し上げます。

※親等の監護者が同伴する12歳未満の方は、確認書類①～④の提示は不要です。お申し込み時にご連絡下さい。

①-1 新潟県内にお住まいの方 ：ワクチン接種歴を証明する書類(２回目接種以降１４日経過しているもの)：予防接種済証、接種記録書、接種証明書
※証明書類は3回目接種分のものでもご利用いただけます。ただし、確実に3回目の接種と分かる接種歴である必要があります。

①-2 新潟県外にお住まいの方 ：ワクチン接種歴を証明する書類(3回目接種済みのもの)：予防接種済証、接種記録書、接種証明書
※①-1または①-2をご提示予定のお客様は、ご出発の6営業日前までに弊社へメール・FAX・郵送等で事前にご提出いただける方のみお申し込みいただけます。
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１台に２名様でご乗車 9,800円 -4,900円 ＝４,９００円

１台に３名様でご乗車 9,300円 -4,600円 ＝４,７００円

１台に４名様でご乗車 8,800円 -4,400円 ＝４,４００円

１台に２名様でご乗車 11,800円 -5,000円 ＝６,８００円

１台に３名様でご乗車 10,800円 -5,000円 ＝５,８００円

１台に４名様でご乗車 9,800円 -4,900円 ＝４,９００円

１台に２名様でご乗車 10,500円 -5,000円 ＝５,５００円

１台に３名様でご乗車 10,000円 -5,000円 ＝５,０００円

１台に４名様でご乗車 9,500円 -4,700円 ＝４,８００円

１台に２名様でご乗車 12,500円 -5,000円 ＝７,５００円

１台に３名様でご乗車 11,500円 -5,000円 ＝６,５００円

１台に４名様でご乗車 10,500円 -5,000円 ＝５,５００円
※新潟市秋葉区、南区、西蒲区からのご出発の方はお問い合わせ下さい。

新潟市中央区、東区を発着する場合

新潟市北区・西区・江南区を発着する場合

※新潟市秋葉区、南区、西蒲区からのご出発の方はお問い合わせ下さい。

新潟市中央区、東区を発着する場合

新潟市北区・西区・江南区を発着する場合

≪ご旅行条件(D２２０８-Ｔ３【ランチコース】共通)≫

■出発日：２０２２年７月２６日(火)～８月２４日(水)

※ご出発の６営業日前までにお申し込みください。

※D２２０８-Ｔ３-２／別邸 涵養荘は月曜定休日のため運休(8月15日は出発)

■販売期間：２０２２年７月１９日(火)～８月２４日(水)

■出発地：●新潟市中央区、東区 ●新潟市北区、西区、江南区

※秋葉区、南区、西蒲区からご出発の方はお問い合わせ下さい。

※タクシーは１車両当たり最大４名様までご乗車いただけます。

■最少催行人員：２名様

■食事回数：１回(昼食)

※季節や仕入れ状況等により、料理内容が変更となる場合がございます。

※お食事の際の飲み物代は、別途現地にてお支払い下さい。

※レストラン予約は２部制となっております。

D2208-T3レストラン共通…１部／１１:３０～、２部／１３:１５～

お申込みの際にご希望の時間をお知らせ下さい。

※レストラン営業時間(ランチ)共通／11:30～14:30(14:00ラストオーダー)

■添乗員：同行いたしません。

■交通機関：万代タクシー

■日程：新潟市内各地のご指定場所にタクシーがお迎えにあがります。

→各レストランにてお食事(１時間３０分)→ご出発地へタクシーにてお送りします。

※タクシー送迎のご指定場所は、1グループにつき新潟市内1ヶ所に限ります。

また、出発場所と帰着場所は同一地点となり、タクシーの車種指定は出来ませんの

で、あらかじめご了承下さい。

※タクシーお迎え時間は、レストランのご予約時間に合わせて弊社よりご案内致します。

※往路及び復路のタクシー送迎の放棄はお受けできません。



１台に２名様でご乗車 13,200円 -5,000円 ＝８,２００円

１台に３名様でご乗車 12,500円 -5,000円 ＝７,５００円

１台に４名様でご乗車 11,700円 -5,000円 ＝６,７００円

１台に２名様でご乗車 14,700円 -5,000円 ＝９,７００円

１台に３名様でご乗車 13,500円 -5,000円 ＝８,５００円

１台に４名様でご乗車 12,200円 -5,000円 ＝７,２００円

新潟市中央区、東区を発着する場合

新潟市北区・西区・江南区を発着する場合

※新潟市秋葉区、南区、西蒲区からのご出発の方はお問い合わせ下さい。

【協賛】 株式会社新潟グランドホテル、万代タクシー株式会社

≪ご旅行条件(D２２０８-Ｔ４【ディナーコース】共通)≫

■出発日：２０２２年７月２６日(火)～８月３１日(水)

※ご出発の６営業日前までにお申し込みください。

■販売期間：２０２２年７月１９日(火)～８月２４日(水)

■出発地：●新潟市中央区、東区 ●新潟市北区、西区、江南区

※秋葉区、南区、西蒲区からご出発の方はお問い合わせ下さい。

※タクシーは１車両当たり最大４名様までご乗車いただけます。

■最少催行人員：２名様

■食事回数：１回(夕食)

※季節や仕入れ状況等により、料理内容が変更となる場合がございます。

※お食事の際の飲み物代は、別途現地にてお支払い下さい。

※レストラン営業時間(ディナー)共通／17:00～21:30(20:30ラストオーダー)

■添乗員：同行いたしません。

■交通機関：万代タクシー

■日程：新潟市内各地のご指定場所にタクシーがお迎えにあがります。

→各レストランにてお食事(２時間)→ご出発地へタクシーにてお送りします。

※タクシー送迎のご指定場所は、1グループにつき新潟市内1ヶ所に限ります。

また、出発場所と帰着場所は同一地点となり、タクシーの車種指定は出来ませんので、

あらかじめご了承下さい。

※タクシーお迎え時間は、レストランのご予約時間に合わせて弊社よりご案内致します。

※往路及び復路のタクシー送迎の放棄はお受けできません。

ご旅行条件（抜粋） …旅行条件は別途お渡しする旅行条件書をご確認下さい。

■募集型企画旅行契約：この旅行は当社が企画・実施するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約を締

結することになります。

■旅行契約の申し込み：ご来店又はお電話にてお申込み下さい。当社より申込書と振込取扱票と詳しい ｢旅行

条件書｣をお渡し又は郵送いたします。｢旅行条件書｣をご確認の上、必要事項をご記入し、お申込書とお申込

金のお支払いをお願いします。旅行契約は当社が旅行契約を承諾し、お申込金を受領したとき成立します。

■お申込金：10,000円～旅行代金

お申込金は旅行代金、取消料又は違約金のそれぞれの一部として取り扱われます。

■代金に含まれる物:パンフレットに記載された日程の交通費、宿泊費、食事代、消費税等諸税が含まれます。

■お申込み後、お客様の都合で旅行を中止される場合や、出発日・コースを変更される場合、又は所定の期

日までに旅行代金のお支払いがなく、当社がご参加をお断りした場合は、下記の取消料をお支払い頂きます。

■免責事項 ：以下の場合、当社は賠償責任は負いません。

天災地変・戦乱・暴動・官公庁の命令・運送機関･宿泊機関等の事故又は火災などにより生じる旅行日程の

変更又は中止、盗難・食中毒・お客様の故意又は過失により生じた損害。

運送機関の遅延、不通、スケジュール変更等によって生ずる旅行日程の変更や短縮など。

◇旅行条件基準日：2022年7月15日

https://www.nts-kij.co.jp/

〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口2丁目12-3

観光庁長官登録旅行業第２０７号／ＪＡＴＡ会員

営業時間／月～金曜9:00-17:30、土・日曜・祝祭日休み

●体調確認のため、乗車前に検温のご協力をお願いいたします。

合わせて、「健康状態お伺いシート」のご記入もお願いいたします。

●ご出発日当日に37.5℃以上の発熱や体調不良が見られた場合、ツアー参加を

お断りする場合がございます。またその場合、所定の取消料を申し受けます。

●ツアー参加中はマスク着用、観光時のソーシャルディスタンス確保、車内で

の飲酒・食事禁止、タクシー乗車時の手指消毒にご協力をお願いいたします。

●スマートフォンをご利用の方は、接触確認アプリご利用をお願いいたします。
※今後の感染症対策方針・状況により変更となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

旅行契約の解除期日(出発日を含まず) 取消料(おひとり様)

20日前～8日前(日帰りは10日前～8日前) 旅行代金の20％

7日前～2日前 旅行代金の30％

出発日の前日 旅行代金の40％

旅行開始日当日 旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

(イメージ)

料理一例）「ジューシーなオマールヌーヴォーのコース」

・ひとくちのお楽しみ、サーモンのマリネガスパチョソース

・ベルビュー伝統のコンソメスープ

・オマールヌーヴォーのメインディッシュ（当日、以下よりお選び下さい。）

Ａ．オマールヌーヴォーのテルミドール

Ｂ．オマールヌーヴォーのスパイス焼き

Ｃ．オマールヌーヴォーの蒸し焼き

・パティシエ特製デザート、バケット、コーヒー

(イメージ)

慶楽

静香庵
料理一例）「国産牛の和風ステーキがメインの初夏を味わう懐石コース」

・初夏の彩り小鉢三種盛り

・本日のお造り二種盛り

・キスとヤングコーンの天婦羅

・スズキの利休焼き

・国産牛サーロインステーキ

・新之助ご飯、香の物、お味噌汁

・水菓子 (イメージ)

≪「使っ得！にいがた県民割キャンペーン」について(抜粋)≫
●キャンペーン期間：[予約期間]令和4(2022)年7月14日(木)～令和4(2022)年8月31日(水) ／ [旅行期間]令和4(2022)年7月15日(金)～令和4(2022)年8月31日(水)

●利用対象：新潟県・山形県・福島県・群馬県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・愛知県・岐阜県及び三重県にお住まいの方

※石川県及び三重県の方は日帰り利用の割引適用外です。

●利用条件：上記の地域にお住まいの方で、新型コロナウイルスワクチン接種済であること又は検査結果が陰性であることが利用条件となります。

キャンペーンご利用時にご提示いただく書類に関しては、オモテ面「【重要】ワクチン・検査パッケージについて」をご確認下さい。

●給付金の受領について：県からの給付金はお客様に支給されます。弊社および使っ得！にいがた県民割キャンペーン事務局が、給付金をお客様に代わって受領(代理受領)致しますので、お客様は旅行代金に対する給付金

を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。お客様は、弊社およびキャンペーン事務局による代理受領についてご了承の上お申し込み下さい。

●割引額：税込5,000円以上9,999円以下の場合は、代金の50％を割引。税込10,000円以上の場合は、5,000円を割引。

※Gotoトラベル事業の割引との併用は出来ません。なお、市町村等が行っている割引制度との併用は可能ですが、割引総額がお支払い代金を上回った場合は適用外となります。

●クーポン：キャンペーン利用者に地域クーポン券2,000円分を付与

※利用期限は、旅行開始日から10日間です。

※地域クーポン券はおつりが出ません。また、地域クーポン券は旅行代金の残額や次回旅行時の支払いにはお使いいただけません。

●キャンペーン利用停止について：新型コロナウイルス感染症の感染拡大のおそれがあると判断した場合には当該キャンペーンの利用を停止する場合がございます。

また、予算上限(補助券申込額)に達した場合終了となります。その際、対象期間内・再申請の場合でも、適用除外となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

●お取消し時の注意：お取り消しの際は、割引前の旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。キャンペーン停止など理由に関わらずキャンセル料の補填は行われませんので、あらかじめご了承下さい。

【ご利用条件】

・チェックイン時または旅行申込時に、「感染拡大防止対策に協力」する旨の書面にご署名頂きます。

・ツアー中は、飲食の際の会話時も含めてマスクの着用、検温などの健康チェックにご協力下さい。平熱であっても、出発時および旅行中に体調不良となったお客様は、感染防止の観点から、ご旅行をご遠慮いただ

く場合がございます。また、途中離団の場合にご自宅へ戻るために必要な費用はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承下さい。

・ご参加の一部のお客様がキャンペーン適用外となった場合、同行されるお客様のご旅行代金が変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

・PCR検査等や抗原定性検査の結果が陽性の場合、本ツアーへはご参加いただけません。その時点でお取り消しとなり、割引前の旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。

また、万一検査結果が陽性だった場合は、分かり次第早めにお知らせ下さいますようお願い申し上げます。

・ワクチンは、接種していたとしても感染するほか、他の人に感染させる可能性がございます。またPCR検査等の結果が陰性であったとしても、検査後に感染する可能性や偽陰性である可能性もございますので、

慢心せず基本的な感染対策を怠らないようお願い申し上げます。

・旅行開始日の２週間前から感染リスクを避けて生活いただくほか、「新しい旅のエチケット」をお守り下さいますようお願い申し上げます。

料理一例）「初夏のアワビと蒲原牛の香味焼き堪能コース」

・三種冷菜盛り合わせ

・濃厚な甘みの南瓜とフカヒレのスープ

・アワビと夏野菜のチャイナグラタン

・新潟県産「蒲原牛」ロースの香味焼き特製X.O醤ソース

・本日の料理長おすすめ冷やし麺

・特製デザート２種盛り

ベルビュー

☎０２５（２４３）６５４３
新潟市中央区笹口2丁目12-3

☎０２５６（４７）１１７２
三条市北入蔵1丁目9-5

☎０２５８（３５）５４５１
長岡市西神田町2-3

☎０２５(５２０)９３６１
上越市石橋2845

☎０１２０（９７５）９７０
ＦＡＸ：０２５（２４３）４５７９
メールアドレス：ｎｉｉｇａｔａ＠ｎｔｓ-ｋｉｊ.ｃｏ.ｊｐ、ｐａｒａｄｙ-ｔｏｕｒ.ｙｏｙａｋｕ＠ｎｔｓ-ｋｉｊ.ｃｏ.ｊｐ

新潟営業所 総合旅行業務取扱管理者 佐藤裕

TEL 025(243)6543
〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口2-12-3

観光庁長官登録旅行業第２０７号／ＪＡＴＡ会員

【夏期休業期間】8月11日(木･祝)～8月15日(月)


