
ご利用地域(発着地)イメージ：店周辺5㎞以内

【古正寺店舗ブロック】

越後の台所 すずきち

営業時間
月・水・木・日 17:00～22:00(LO21:00)
金・土・祝前 17:00～23:00(LO22:00)
定休日 火

2時間飲み放題付 6,000円メニュー

・本日の前菜盛り合わせ
・農園バーニャカウダ
・摂田屋 浪花屋製菓の海老マヨ
・A5山古志産にいがた和牛と

にんにく醤油のカルパッチョ
・３種のチーズピザ
・三条産車麩のミニタレカツ丼
・摂田屋キャラメルカヌレと

自家製野菜アイス

越後炉ばたと雪国地酒 ちぃぼう

銘々盛り
・本日の前菜盛り合わせ
・豪快舟盛り５種 ・自家製豆腐の麻婆
・夏野菜のバーニャカウダ
・寺泊産アジフライ ・わら焼き燻製チキン
・冷やしトマトの布海苔蕎麦
・摂田屋テリーヌショコラ
と良寛ミルクジェラート

営業時間
日・火～木 17:00～2２：00(LO2１:00)
金・土・祝前 17:00～2４:00(LO23:00)
定休日 月

6,000円メニュー

長岡市古正寺2-78 長岡市堀金1-3-13

お1人様旅行代金に
＋1,000円で「燻製チキン」を
「希少！山古志和牛の炭火焼」に

変更可能

土日はランチ営業もしております。詳細はお問い合わせください
ランチ営業もしております。
詳細はお問い合わせください

ご利用地域(発着地)イメージ：店周辺5㎞以内

【川崎店舗ブロック】

乾杯酒付
アルコールor
ノンアルコールから
お選びいただけます。

蓬平温泉 和泉屋 おすすめコース
日帰り入浴＋食事
（飲み物代別途）
利用可能時間11:00～15:00
個室用意
フェイスタオル付
バスタオル・館内着 別途有料

[土日祝][平日]

ご利用地域(発着地)イメージ：長岡駅東口タクシー乗り場【蓬平温泉ブロック】

[注意事項]
お申込みを頂いてから手配をさせて頂きます。満席等によりご予約を承れない場合もございますのでご了承ください。
キャンセルはキャンセル料金が発生する場合がございます。その場合は割引は適用せずの旅行代金からの計算となります。

掲載外のプランや施設ゴルフ他アクティビティプランなども
手配可能です！５名以上のジャンボタクシーの利用や
表記以上の距離の場合は再見積もりさせていただきます！
ご気軽にお問い合わせください！！

6月28日発行

①新型コロナウイルスワクチンの接種歴：２回接種し、２回目接種から14日以上経っていることが証明できる「接種済証、
接種記録、接種証明書」等（原本以外に画像やコピー等の提示も可

②検査結果通知書：「PCR検査」はご出発日３日前以内、「抗原定性検査」ご出発時1日前以内の検査結果通知書
③身分証明書：運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等公的機関発行の本人確認書類
当日上記の①、③または②、③をご持参ください。当日ご提示いただけない場合はキャンペーン割引適用外となり、通常のご旅行
代金をお支払い頂きます。後日の提示は認められません。また、地域クーポンもご返却頂きます。

往復タクシー付

使っ得！にいがた県民割キャンペーン対象

グループプラン

ご利用期間：7月１４日（木）まで

■ご利用地域(発着地)：各ブロックごとに記載
※記載エリア以外は再度見積もりさせていただきます！
■運行タクシー会社 カンコータクシー
又は同等 普通車タクシー１台

■基本行程
お客様指定場所⇒各施設（食事）⇒お客様指定場所
（お客様指定箇所は１か所になります。）
■食事 １回 ■最少催行人員 ２名様 ■添乗員同行いたしません

参加人数 旅行代金 使っ得割引 お支払い実額 地域クーポン券

20名様 8,500円 △4,200円 4,300円

25名様 8,000円 △4,000円 4,000円

30名様 7,600円 △3,800円 3,800円

大人お1人様あたり

お1人様

2,000
　円分付

参加人数 旅行代金 使っ得割引 お支払い実額 地域クーポン券

2名様 12,800円 △5,000円 7,800円

3名様 10,400円 △5,000円 5,400円

4名様 9,400円 △4,700円 4,700円

5名様 9,600円 △4,800円 4,800円

6名様 9,000円 △4,500円 4,500円

7名様 8,400円 △4,200円 4,200円

8名様 8,000円 △4,000円 4,000円

9名様 7,800円 △3,900円 3,900円

大人お1人様あたり

お1人様

2,000
　円分付

【タクシープラン】
長岡駅大手口～ビール園～長岡駅大手口

【バスプラン】
お客様指定場所～ビール園～お客様指定場所

現地予約は最大50名様まで対応可能。
運行バス会社は越後交通となります。

5名以上はジャンボタクシーご乗車料金となります。
長岡駅大手口以外ご乗車希望の場合は料金再見積り
致します。

営業日時 昼営業 11:00～15:00
夜営業 17:00～21：30

[6/25～7/10]
土日祝 昼のみ営業

20名以上の場合は平日や夜の予約も可能

与板★中川清兵衛記念BBQビール園

スタンダードコース（イチボステーキ、豚肩ロース、ソーセージ、チキンレッグ、グリル野菜）
＋アルコール飲み放題プラン（2時間）

上記料金は大型バス1台、指定場所は長岡駅以外で
も可能です。下記料金は長岡駅周辺15ｋｍ圏内を目
安としております。ご相談ください。

ご利用地域(発着地)イメージ：長岡駅大手口タクシー乗り場【与板ブロック】



寿司・和風料理 米八

銘々お料理プラン
・枝豆 ・お刺身
・あんかけ茶碗蒸し
・焼き魚 ・豚の角煮
・出雲産産サザエのつぼ焼
・旬のお魚のムニエル
・にぎり寿司４貫

ディナータイム 17:00～22:00
(LO)21:15 ドリンク21:30
定休日：日曜日（4名以上の場合は日曜日でも可）

新潟和牛専門店 おもてなし焼肉 心-sin-

県産和牛も希少部位も
食べ放題！飲み放題！
全席個室のプライベート空間

営業時間 16:00～21:00
(LO)21:30
定休日：日曜日

迎賓會館 紡希 ～台町朔～

・四季の前菜盛り合わせ
・旬の御造り3点盛
・野菜炊き合わせ パフェ仕立て
・中島牧場牛炙り焼き ・煮付け
・季節の炊き込みご飯、汁物、香の物
・甘味

ランチ 12:00～15:00
ディナー 15:00～22:00
定休日：不定休

ご利用期間

ESTA GOSTOSA(エスタゴストーザ)

【シュラスココース】
日替わりで10種類の
お肉をご用意！
サイドメニューも約20種類！
気に入ったお肉や部位は
何回でもリピート◎！

営業時間 17:00～23:00
定休日：日曜日
（月曜祝日の場合日曜営業月曜休み）

和ダイニング 朔

銘々盛りコース
ワンランク上の８品
・前菜 ・お造り
・タンシチューパイ包み焼き
・中島牧場牛陶板焼き ・デザート

など

営業時間 17:00～24:00
定休日：日曜日
（月曜祝日の場合日曜営業月曜休み）

5月31日発行

遊食居酒屋 なじらてい

・朝セリ刺身盛り合わせ・殻付き焼き牡蠣
☆長岡ポーク鍋又は冷しゃぶ
・赤座海老香草パン粉焼き
・長岡ポークカツレツ・本日のお寿司
・栃尾油揚げピザ☆デザート

営業時間 17:00～23:00
定休日：日曜日

☆について 予約時にメニューを下記よりお選びください
【鍋】ネギとんしゃぶ又はカレーしゃぶ又は
グリーンカレーしゃぶ又は冷しゃぶサラダ
【デザート】タルト又は良寛牛乳アイス

参加人数 旅行代金 使っ得割引 お支払い実額 地域クーポン券

2名様 9,800円 △4,900円 4,900円

3名様 8,600円 △4,300円 4,300円

4名様 8,200円 △4,100円 4,100円

大人お1人様あたり

お1人様

2,000
　円分付

手打ち蕎麦 蕎麦前 わびすけ

[蕎麦前と蕎麦のコース 梅]
仕入内容により
・蕎麦前 5品
・蕎麦
・甘味

営業時間 18:00～24:00
定休日：日曜日

他 [ 鴨鍋と蕎麦のコース 梅 ] 6,000円メニュー
（上記より 蕎麦前5品 ⇒ ３品＋鴨鍋） や
両コース 松・竹（品数追加） も対応可能です。（1,000円増）
ご希望の方はお問い合わせください。

ご利用地域(発着地)イメージ：長岡駅周辺5㎞以内【長岡駅周辺店舗ブロック】

長岡市東坂之上2-1-7 長岡市東坂之上2-6-1 近藤1F

長岡市台町2-10-13 長岡市東坂之上2-6-1 近藤2F

長岡市殿町1-6-2

長岡市城内町3-8-2 城内ドルミービル2Ｆ

長岡市殿町3-1-3

あみ鶏
長岡市東坂之上町2-2-9 東坂之上ビル3F

営業時間 17:00～24:00
（LO 23:30）

定休日：なし

・店主おすすめ食前酒
・前菜盛り合わせ
・お造り３点盛 ・栃尾のあぶらあげ
・鶏の炭火焼き ・浅漬け
・牛タン炭火焼き ・旬野菜天ぷら
・鶏の釜飯 ・デザート

６，０００円メニュー

2時間飲み放題付

６，０００円メニュー

2時間飲み放題付

６，０００円メニュー

2時間飲み放題付

６,０００円メニュー

2時間飲み放題付

5,980円メニュー

2時間飲み放題付

5,０００円メニュー

2時間飲み放題付

5,０００円メニュー

2時間飲み放題付

5,００0円メニュー

2時間飲み放題付

酒味の郷 いさり火

海鮮陶板焼き・刺身６点盛
豚肉酒粕味噌漬け焼き＆卵焼き
冷やしのっぺ・白えび唐揚
生野菜とサラダ豆のサラダ
海鮮ネバネバ丼・デザート など

営業時間 17:00～２３:０0
（L.O 2２：３０）
定休日：日曜日

海鮮居酒屋 魚魚や 本店

メニューは2店舗共通となります。

予約時にお店をお選びください。

5,000円メニュー

2時間飲み放題付

参加人数 旅行代金 使っ得割引 お支払い実額 地域クーポン券

2名様 9,800円 △4,900円 4,900円

3名様 8,600円 △4,300円 4,300円

4名様 8,200円 △4,100円 4,100円

大人お1人様あたり

お1人様

2,000
　円分付

う お

長岡市大手通1-4-2 1階いさり火/2階魚魚や

新潟海宝丸 長岡駅前店

日ごとに厳選した
新鮮魚介おまかせコース
人気のハイボールをはじめ
にいがた地酒を15種類以上加えた
種類豊富な飲み放題

営業時間 11:00～21:00
(LO)20:30
定休日：不定休

90分飲み放題付

3,500円メニュー

他 5,000円2時間飲み放題メニューも対応可能です。
ご希望の方はお問い合わせください

長岡市城内町2-1-7 長岡ターミナルホテルB1階

お座敷割烹 七福

季節限定
特選うなぎ懐石コース

・食前酒 ・先付 ・一人鍋
・蒸し物 ・造り ・焼物
・旬彩 ・食事 ・デザート

7,700円メニュー

営業時間 17:00～21:30
（L.O 21:00）
定休日：日曜日

お食事のみ 飲み物代別途
長岡市城内町3-8-1 2F

2時間飲み放題付

参加人数 旅行代金 使っ得割引 お支払い実額 地域クーポン券

2名様 12,200円 △5,000円 7,200円

3名様 11,200円 △5,000円 6,200円

4名様 10,600円 △5,000円 5,600円

大人お1人様あたり

お1人様

2,000
　円分付

10,700円メニュー

参加人数 旅行代金 使っ得割引 お支払い実額 地域クーポン券

2名様 15,200円 △5,000円 10,200円

3名様 14,000円 △5,000円 9,000円

4名様 13,600円 △5,000円 8,600円

大人お1人様あたり

お1人様

2,000
　円分付


