
 観光キャンペーン 

■宿泊対象期間 2020年8月1日(土)～8月31日(月) 
           *9月1日(火)チェックアウトまで 
■割引内容(県内宿泊施設利用) 
 一人当たり1泊10,000円以上の宿泊に対し5,000円割引！ 
 一人当たり1泊6,000円以上10,000円未満の宿泊に対し3,000円割引！ 
■割引方法 旅行商品予約時に割引販売 
■取扱旅行会社 次ページをご参照ください。 
■予約開始日 7月29日(水) 

第二弾！ 県民宿泊割引キャンペーン 

県内日帰り旅行商品（バス、タクシー） 

応援キャンペーン 

■実施期間 2020年8月1日(土)～10月31日(土)出発分 
■割引内容 
 ・販売価格6,000円以上の商品で一人当たり3,000円キャッシュバック 
 ・販売価格4,000円以上6,000円未満の商品で一人当たり2,000円キャッシュバック 
■割引方法 旅行当日添乗員または乗務員より現金をキャッシュバック 
■取扱旅行会社 次ページをご参照ください。 
■予約開始日 8月1日(土) 

※予算上限に達した場合など、期間を早めて終了する場合があります。 

☆県民限定 
☆６，０００円以上の宿泊から利用ＯＫ！ 
☆１名様から１５名様まで利用ＯＫ！ 

☆日帰りバスツアーや観光タクシーで利用OK！ 
☆10月末までの商品が対象！ 
☆ご利用の際に現金キャッシュバック！ 

New!  

【留意事項】 
 (1) 宿泊割引 
  ・割引対象者は大人限定 
  ・1回の予約につき1名以上15名以下 
  ・GoToトラベルキャンペーン等、他の宿泊割引との併用不可    
  ・詳しくは運営事務局または取扱旅行会社にお問い合わせください。 
  ・運営事務局  
  ■ＪＡＴＡ(日本旅行業協会)新潟県地区委員会 電話025-364-1791 
    (㈱日本旅行新潟支店内/平日09:30-17:30)   
  ■ＡＮＴＡ(新潟県旅行業協会) 電話025-243-5060(平日10:00-17:00）  
 (2) 県内日帰り旅行商品 
  ・GoToトラベルキャンペーン等、他の割引との併用可 
  ・募集型の旅行商品が対象となります。 
  ・詳しくは運営事務局または取扱旅行会社にお問い合わせください。 
  ■ＪＡＴＡ(日本旅行業協会)新潟県地区委員会 電話025-246-6396 
   (新潟交通㈱内/平日09:30-17:30) 

“新型コロナウイルス感染防止” 

新型コロナウイルス感染症

の感染防止のため「新しい

旅のエチケット」を参考に、

感染リスクを避けて安心で

楽しい旅行をお楽しみくだ

さい。 

新しい旅のエチケットで 
旅行を楽しもう！ 



2020.07.30現在

№ 会社 住所 電話番号

1 Ａltrave'x アルトラベックス 柏崎市関町10-6 0257-23-8626
2 (一社)阿賀町観光協会 東蒲原郡阿賀町津川3501番地1 0254-92-0220
3 (一社)糸魚川市観光協会 糸魚川市大町1-7-47 025-555-7344
4 (株)内田観光サービス 魚沼市井口新田144-2 025-792-2850
5 (株)内田観光サービス　長岡営業所トチカン 長岡市栃尾本町1-22 025-852-5611
6 (有)浦島（浦島観光） 佐渡市窪田978-3 0259-57-3752
7 越後交通(株)　観光バス営業部 長岡市千秋２丁目２７８８-１千秋が原ﾋﾞﾙ１Ｆ 0258-29-1515
8 越後交通(株)　長岡観光センター 長岡市台町２丁目４番５６号越後交通ビル１Ｆ 0258-39-1541
9 越後交通(株)　三条観光センター 三条市大字塚野目字西谷内２３８８番地１ 0256-38-2215
10 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
11 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
12 越後交通(株)　柏崎営業所　 柏崎市扇町４番７５号 0257-23-5250
13 越後交通(株)　小千谷営業所 小千谷市旭町１番３号 0258-83-2442
14 越後交通(株)　栃尾営業所　 長岡市栄町２丁目４番４３号 0258-52-3028
15 (株)越後トラベル 燕市吉田東栄町５３－１１ 0256-92-6533
16 (有)越佐旅行 長岡市寺泊敦ヶ曽根134 0256-98-6200
17 (一社)越後湯沢温泉観光協会 南魚沼郡湯沢町大字湯沢2431-1 025-785-5353
18 8TRIPS 長岡市宮内3-3-19　FARM8　ReACTION STORE内 0258-94-5223
19 (有)小千谷トラベル 小千谷市本町2丁目１番２６号 0258-83-4004
20 大滝観光 旅日記（大滝自動車工業(株)） 村上市仲間町６３９－４６ 0254-62-7789
21 (株)カンコー 長岡市千秋２丁目2788-1　千秋が原ビル5階 0258-27-3727
22 蒲鉄トラベル　白根店 新潟市南区鯵潟605-1 025-373-2183
23 蒲鉄トラベル　村松店 五泉市村松甲1364番地 0250-58-8860
24 柏崎交通(株)　旅行センター 柏崎市東本町３－１－３７ 0257-23-5153
25 キャッツサービス 上越市大和1丁目1番9号 025-520-9973
26 (有)銀河旅行 佐渡市畑野219 0259-66-3455
27 頸城観光(株)　本社 上越市西本町2丁目3-21 025-543-4133
28 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
29 頸城観光(株)　新井営業所 妙高市栄町3-3 0255-72-3138
30 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

「つなぐ、にいがた。」観光キャンペーン

新潟県民宿泊割引キャンペーン取扱会社（新潟県旅行業協会）

　■総合案内：ＡＮＴＡ(新潟県旅行業協会)　電話025-243-5060(平日10:00-17:00）
　※取扱会社によっては早めに予算上限（完売）に達する場合があります。
　※お問合せの際は、「県民割引」を利用したい旨、お伝えください。



2020.07.30現在

№ 会社 住所 電話番号

「つなぐ、にいがた。」観光キャンペーン

新潟県民宿泊割引キャンペーン取扱会社（新潟県旅行業協会）

　■総合案内：ＡＮＴＡ(新潟県旅行業協会)　電話025-243-5060(平日10:00-17:00）
　※取扱会社によっては早めに予算上限（完売）に達する場合があります。
　※お問合せの際は、「県民割引」を利用したい旨、お伝えください。

31 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
32 (株)コスモツーリスト 新潟市西区大学南２丁目８番２４号 025-264-2228
33 コープ・トラベルセンター　新潟営業所 新潟市中央区新光町６－６　２階 025-285-8927
34 コープ・トラベルセンター　長岡営業所 長岡市七日町５－７　２階 0258-86-7537
35 (株)光栄社 長岡市城内町2-2-4ジェイマックソフトビル５F 0258-35-8234
36 (株)三愛旅行社　糸魚川本社 糸魚川市大町1-4-3 025-552-3445
37 (株)三愛旅行社　上越支店 上越市土橋1905-4 025-522-5622
38 佐渡汽船観光(株)　本社 新潟市中央区万代島9番1号 025-245-3701
39 佐渡汽船観光(株)　新潟市役所職員生協旅行センター 新潟市中央区学校町通1番町602番2新潟市役所本館地下1階 025-226-6600
40 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
41 (株)新和旅行 阿賀野市庄ケ宮680-1 0250-62-0518
42 ＪＡにいがた南蒲旅行センター 三条市福島新田丁629 0256-45-7300
43 すまいるとらべる 新潟市東区空港西1-15-12 025-278-3191
44 セントラル観光(株)　本社営業所 三条市月岡1-23-57 0256-32-8700
45 旅ぷらざエンドウ 長岡市来迎寺3792番地 0258-41-3456
46 (株)第一旅行サービス 柏崎市東本町1-1-2 0257-21-1551
47 中越トラベル　燕営業所 燕市佐渡5262 0256-46-0122
48 中越観光(株) 燕市秋葉町1-1-14 0256-62-2437
49 つばさ観光トラベルサロン 魚沼市井口新田827-11 025-793-3339
50 (株)つくる 燕市中央通2-2-21 080-2085-5850
51 (株)トップトラベル新潟 新潟市中央区上近江4丁目12-20　デッキィ401　1Ｆ 025-285-2400
52 (株)トラベルセンター新潟 新潟市西区小針南24-27 025-234-4002
53 (株)トラベルマスターズ 新潟市西蒲区漆山８２００番地 0256-77-8056
54 トラベル・システム 新潟市東区江南1丁目5-1　YSビル 025-286-5152
55 長岡タクシー旅行センター 長岡市西千手1-1-7 0258-35-2320
56 (株)新潟スカイツーリスト 新潟市中央区堀之内南2-19-14 025-243-3177
57 新潟ビーエス観光 長岡市学校町3－12－4 0258-34-4848
58 (株)日本観光 小千谷市平沢1-9-25 0258-82-0300
59 富士タクシー代理店　新潟富士ツーリスト(株) 新潟市秋葉区中新田484-5 0250-22-2607
60 新潟富士ツーリスト　アピタ新潟亀田店 新潟市江南区鵜ノ子4丁目466番地 025-288-5820



2020.07.30現在

№ 会社 住所 電話番号

「つなぐ、にいがた。」観光キャンペーン

新潟県民宿泊割引キャンペーン取扱会社（新潟県旅行業協会）

　■総合案内：ＡＮＴＡ(新潟県旅行業協会)　電話025-243-5060(平日10:00-17:00）
　※取扱会社によっては早めに予算上限（完売）に達する場合があります。
　※お問合せの際は、「県民割引」を利用したい旨、お伝えください。

61 新潟富士ツーリスト　アピタ新潟西店 新潟市西区小新5丁目7-21番地 025-201-8328
62 新潟大学生協　トラベルセンター 新潟市西区五十嵐二の町８０５０番地 025-262-6245
63 新潟大学生協　池原購買書籍店 新潟市中央区旭町通１番町７５７番地 025-223-2565
64 日新トラベル 新潟市西蒲区巻甲4252-11 0256-73-3988
65 (有)新潟旅行社 新潟市中央区蒲原町3-19 025-311-4382
66 (協)新潟県旅行業協会 新潟市中央区東大通2-11-25 025-243-5060
67 (株)バーツプロダクション旅行事業部かなえる旅行社 上越市西城町２丁目10-25大島ビル１０１ 025-512-5888
68 ハッピーツーリスト 三条市島田１丁目2ー３ 090-2305-4904
69 (株)KOKK ハミングツアー　新潟営業所 新潟市中央区鐙西1-8-2 025-255-6110
70 (株)KOKK ハミングツアー　下越営業所 胎内市長橋125-1 0254-44-1360
71 はまなす旅行社 上越市柿崎区直海浜1425-9 025-536-2091
72 ひまわり旅行柏崎 柏崎市駅前2-3-10 0257-21-2071
73 (株)布施観光 長岡市緑町2丁目3-4 0258-29-4500
74 (株)プリーズ 新潟市中央区新光町４番地１　生協売店内 025-250-6335
75 (株)フリーウェイツアー 新潟市北区下大谷内378-43北部会館１F 025-259-8621
76 ベルツアー(株)　本社・デュオ営業所 新潟市中央区堀之内南3-7-10 025-283-9914
77 (株)ホップステップJAPAN 南魚沼郡湯沢町湯沢2449 025-784-4567
78 (有)ホワイト旅行 十日町市稲荷町3丁目南2-3 025-752-7052
79 松之山温泉合同会社まんま 十日町市松之山湯本49-1 025-595-8588
80 (一社)妙高ツーリズムマネジメント　 妙高市田口309-1 0255-86-3911
81 村上自動車(株)村上観光　本社営業所 村上市松山235 0254-52-6350
82 村上自動車(株)村上観光　新発田営業所 新発田市新富町2-1-17 0254-23-0360
83 (特非)六日町観光協会 南魚沼市六日町140-2 025-770-1173
84 (公財)雪だるま財団 上越市安塚区安塚722-3 025-592-3988
85 柳都トラベル(株) 新潟市東区下木戸1-4-1東区役所地下1階 025-279-2133
86 (株)ワールド・トリップ　本社 長岡市三和３－６－２　みくにマンション１０５ 0258-86-6659
87 (株)ワールド・トリップ　新潟支店 新潟市中央区美咲町１－８－１５－７０１号室 025-288-0178



2020.07.30現在

№ 住所 電話番号

1 愛宕商事㈱ 新潟市中央区東堀通1-494-3 025-365-0001
2 ㈱エイチ・アイ・エス 新潟万代ラブラ2営業所 新潟市中央区万代1-4-8 ラブラ２ 4F 050-5833-9214
3 ㈱エンゼル 南魚沼郡湯沢町土樽4707-1 025-787-2811

十日町支店 十日町市駅通り120-3 025-752-4128
六日町支店 南魚沼市六日町大字八幡沖3-2 025-772-2771
新潟支店 新潟市中央区明石2-3-35マロンブリッジ1階 025-246-2331
新潟支店 新潟市中央区万代4-4-27NBF新潟テレコムビル5階 025-241-6161
燕三条営業所 燕市井土巻3-110 2階 0256-61-3000
長岡営業所 長岡市今朝白1-8-18長岡DNビル11階 0258-34-2111
新潟提携販売センター 新潟市中央区万代4-4-27NBF新潟テレコムビル5階 025-245-0122
糸魚川本社 糸魚川市大町1-4-3 025-552-3445
上越支店 上越市土橋1905-4 025-522-5622
新潟支店 新潟市中央区東万代町1-30新潟第一生命ビルディング3階 025-255-5101
長岡支店 長岡市 東坂之上町2-1-1大樹生命長岡ビル11階 0258-35-3315
イオンモール新潟南店 新潟市江南区下早通柳田1-1-1イオンモール新潟南店2階 025-383-1055
新潟古町店 新潟市中央区古町通976 025-222-4141
イオン新潟青山店 新潟市西区青山2-5-1イオン新潟青山店2F 025-234-5521
イオン新発田店 新発田市住吉町5-11-5イオンモール新発田2階 0254-22-2801
リバーサイド千秋長岡店 長岡市千秋2-278リバーサイド千秋1階 0258-25-9901
ラポートトラベルセンター 十日町市下島バイパス通り妻有ショッピングセンター内 025-757-5125
上越アコーレ店 上越市富岡3458上越ショッピングセンターアコーレ1F 025-526-2313
旅行センター 南魚沼市塩沢796-1 025-777-2410
小出営業所 魚沼市本町1-1 025-792-6778

9 ㈱タビックスジャパン 新潟支店 新潟市中央区米山4-1-31紫竹綜合ビル605 025-249-1000
10 ㈱ツアー・ウェーブ 新潟営業所 新潟市中央区東大通1-2-25北越第一ビル10階 025-246-2266
11 東武トップツアーズ㈱ 新潟支店 新潟市中央区南笹口1-1-54日生南笹口ビル5F 025-243-1515

くれよん万代 新潟市中央区万代1-6-1 025-241-1116
くれよん三条 三条市下須頃28-1 0256-35-1116
くれよん佐渡 佐渡市河原田諏訪町80 0259-57-1116

8 昭和観光㈱

共立観光㈱

　■総合案内：ＪＡＴＡ(日本旅行業協会)新潟県地区委員会　電話025-364-1791(㈱日本旅行新潟支店内/平日09:30-17:30)　　

㈱近畿日本ツーリスト関東

7
㈱ＪＴＢ
*総合提携店を含む

「つなぐ、にいがた。」観光キャンペーン

　※取扱会社によっては早めに予算上限（完売）に達する場合があります。
　※お問合せの際は、「県民割引」を利用したい旨、お伝えください。

会社

12
新潟交通㈱
*グループ会社を含む

6 ㈱三愛旅行社

5

新潟県民宿泊割引キャンペーン取扱旅行会社（日本旅行業協会新潟県地区委員会）

4



2020.07.30現在

№ 住所 電話番号

　■総合案内：ＪＡＴＡ(日本旅行業協会)新潟県地区委員会　電話025-364-1791(㈱日本旅行新潟支店内/平日09:30-17:30)　　

「つなぐ、にいがた。」観光キャンペーン

　※取扱会社によっては早めに予算上限（完売）に達する場合があります。
　※お問合せの際は、「県民割引」を利用したい旨、お伝えください。

会社

新潟県民宿泊割引キャンペーン取扱旅行会社（日本旅行業協会新潟県地区委員会）

新潟営業所 新潟市中央区笹口2-12-3 025-243-2001
伊勢丹営業所 新潟市中央区八千代1-6-1伊勢丹内５階 025-243-8689
三条営業所 三条市北入蔵1-9-5中越交通2階 0256-47-1172
長岡営業所 長岡市沖田1-6アクロスプラザ長岡内 0258-35-5451
上越営業所 上越市とよば239-1上越モール内 025-525-7821

14 ㈱新潟日報サービスネット 旅行事業部 新潟市西区流通3-1-1 025-250-0300
新潟支店 新潟市中央区東大通1-3-8明治安田生命ビル1Ｆ 025-248-1000
長岡支店 長岡市表町1-11-1長岡フロントビル6階 0258-88-2500
イオン新潟西支店 新潟市西区小新南2-1-10イオン新潟西店2階 025-233-1141
村上支店 村上市田端町9-33 0254-52-5234
新潟支店 新潟市西区山田2310-15(JA全農にいがた県本部第2ビル） 025-232-7778
長岡支店 長岡市台町1-75-18N-tour長岡東駅前ビル2F 0258-34-2111
上越営業支店 上越市藤巻5-30JAえちご上越本店別館１F 025-527-2100

17 ㈱阪急交通社 新潟支店 新潟市中央区東大通1-2-25北越第一ビル6F 025-244-2080
18 ㈱フラット・イン 新潟市秋葉区新津本町3-8-6 0250-25-7657
19 名鉄観光サービス㈱ 新潟支店 新潟市中央区米山4-1-23 米山Nビルディング 025-245-8331

㈱新潟トラベル

15
㈱日本旅行
*グループ会社を含む

16 ㈱農協観光

13



2020.07.30現在

№ 区分 住所 電話番号

1 バス Ａltrave'x　アルトラベックス 柏崎市関町10-6 0257-23-8626
2 バス (株)当間高原リゾート 十日町市珠川 025-758-4888
3 バス (株)内田観光サービス 魚沼市井口新田144-2 025-792-2850
4 バス ㈱エイチ・アイ・エス 新潟万代ラブラ2営業所 新潟市中央区万代1-4-8 ラブラ２ 4F 050-5833-9214
5 バス (一社)越後湯沢温泉観光協会 南魚沼郡湯沢町大字湯沢2431-1 025-785-5353
6 バス (株)越後トラベル 燕市吉田東栄町53-11 0256-92-6533

観光ﾊﾞｽ営業部 長岡市千秋２丁目２７８８-１千秋が原ﾋﾞﾙ１Ｆ 0258-29-1515
長岡観光センター 長岡市台町２丁目４番５６号越後交通ビル１Ｆ 0258-39-1541
三条観光センター 三条市大字塚野目字西谷内２３８８番地１ 0256-38-2215
十日町観光センター 十日町市西本町２丁目４９１－１ 025-757-2103
見附バスセンター 見附市南本町２丁目７番１７号 0258-62-1101
柏崎営業所　 柏崎市扇町４番７５号 0257-23-5250
小千谷営業所 小千谷市旭町１番３号 0258-83-2442
栃尾営業所 長岡市栄町２丁目４番４３号 0258-52-3028

8 バス 8TRIPS 長岡市宮内3-3-19 FARM8 ReACTION STORE内 0258-94-5223
9 バス 大滝観光 旅日記 本社営業所(大滝自動車工業(株)) 村上市仲間町639-46 0254-62-7789
10 バス (有)小千谷トラベル 小千谷市本町2丁目1番26号 0258-83-4004
11 バス 柏崎交通(株)　旅行センター 柏崎市東本町３－１－３７ 0257-23-5153

十日町支店 十日町市駅通り120-3 025-752-4128
六日町支店 南魚沼市六日町大字八幡沖3-2 025-772-2771
新潟支店 新潟市中央区明石2-3-35マロンブリッジ1階 025-246-2331
石橋店 上越市石橋２－３－１０ 025-543-4280
エルマール店 上越市西本町３－８－８ 025-543-4120
本社 上越市西本町2丁目3-21 025-543-4133
糸魚川営業所 糸魚川市寺町2丁目9-12 025-552-5311
新井営業所 妙高市栄町3-3 0255-72-3138

15 バス (株)コスモツーリスト 新潟市西区大学南２丁目８番２４号 025-264-2228
糸魚川本社 糸魚川市大町1-4-3 025-552-3445
上越支店 上越市土橋1905-4 025-522-5622
営業部 新潟市中央区万代島９番１号 025-243-3936
関東営業所 埼玉県川口市戸塚２丁目２－３８第三戸張ハイツ105号 048-229-4162
名古屋営業所 名古屋市名東区高柳町301-2 052-777-3801
大阪営業所 大阪市北区梅田3-4-5毎日新聞ﾋﾞﾙ2F 06-6344-2316

18 バス (株)新和旅行 阿賀野市庄ケ宮680-1 0250-62-0518
19 バス ＪＡにいがた南蒲旅行センター 三条市福島新田丁629番地 0256-45-7300

上越市藤野新田175-1 025-543-2777
上越妙高駅観光案内所 上越市大和2-1-1 025-512-6016

7 バス 越後交通(株)  

12 バス 共立観光㈱

社名

　※お問合せの際は、「県民割引」を利用したい旨、お伝えください。

「つなぐ、にいがた。」観光キャンペーン

新潟県内日帰り旅行商品（バスツアー、タクシー）取扱会社

　■総合案内：ＪＡＴＡ(日本旅行業協会)新潟県地区委員会　電話025-246-6396(新潟交通㈱内/平日09:30-17:30)
　※取扱会社によっては早めに予算上限（完売）に達する場合があります。
　※観光バス、タクシーとも、新潟県内発着、新潟県内周遊プランの「募集型」旅行商品に限ります。

佐渡汽船(株)　バス

バス

17

16 バス (株)三愛旅行社　

13

14 バス 頸城観光(株)　

頸城自動車(株)マルケー旅行センター

20 バス 上越観光コンベンション協会



2020.07.30現在

№ 区分 住所 電話番号社名

　※お問合せの際は、「県民割引」を利用したい旨、お伝えください。

「つなぐ、にいがた。」観光キャンペーン

新潟県内日帰り旅行商品（バスツアー、タクシー）取扱会社

　■総合案内：ＪＡＴＡ(日本旅行業協会)新潟県地区委員会　電話025-246-6396(新潟交通㈱内/平日09:30-17:30)
　※取扱会社によっては早めに予算上限（完売）に達する場合があります。
　※観光バス、タクシーとも、新潟県内発着、新潟県内周遊プランの「募集型」旅行商品に限ります。

21 バス セントラル観光(株)　本社営業所 三条市月岡1-23-57 0256-32-8700
22 バス ㈱タビックスジャパン 新潟支店 新潟市中央区米山4-1-31紫竹綜合ビル605 025-249-1000
23 バス (株)第一旅行サービス 柏崎市東本町1-1-2 0257-21-1551
24 バス 中越トラベル　 燕市佐渡5262  0256-46-0122
25 バス (株)つくる 燕市中央通2-2-21 080-2085-5850
26 バス (株)トラベルマスターズ 新潟市西蒲区漆山8200番地 0256-77-8056
27 バス (一社)十日町市観光協会 十日町市旭町251-17　十日町市総合観光案内所内 025-757-3345

くれよん万代 新潟市中央区万代1-6-1 025-241-1116
くれよん三条 三条市下須頃28-1 0256-35-1116
くれよん佐渡 佐渡市河原田諏訪町80 0259-57-1116
新潟営業所 新潟市中央区笹口2-12-3 025-243-2001
伊勢丹営業所 新潟市中央区八千代1-6-1伊勢丹内５階 025-243-8689
三条営業所 三条市北入蔵1-9-5中越交通2階 0256-47-1172
長岡営業所 長岡市沖田1-6アクロスプラザ長岡内 0258-35-5451
上越営業所 上越市とよば239-1上越モール内 025-525-7821

30 バス ㈱新潟日報サービスネット 旅行事業部 新潟市西区流通3-1-1 025-250-0300
新潟支店 新潟市西区山田2310-15(JA全農にいがた県本部第2ビル） 025ｰ232-7778
長岡支店 長岡市台町1-75-18N-tour長岡東駅前ビル2F 0258ｰ34-2111 
上越営業支店 上越市藤巻5-30JAえちご上越本店別館１F 025ｰ527-2100

32 バス ㈱阪急交通社 新潟支店 新潟市中央区東大通1-2-25北越第一ビル6F 025-244-2080
新潟営業所 新潟市中央区鐙西1-8-2 025-255-6110
下越営業所 胎内市長橋125-1 0254-44-1360

34 バス (株)バーツプロダクション旅行事業部かなえる旅行社 上越市西城町2-10-25 025-512-5888
35 バス ㈱フラット・イン 新潟市秋葉区新津本町3-8-6 0250-25-7657
36 バス (株)フリーウェイツアー 新潟市北区下大谷内378-43　北部会館１F 025-259-8621
37 バス (一社)妙高ツーリズムマネジメント 妙高市田口309-1 0255-86-3911
38 バス (特非)南魚沼もてなしの郷 新潟県南魚沼市塩沢229-1 025-782-5105

本社 村上市松山235 0254-52-6350
新発田営業所 新発田市新富町2-1-17 0254-23-0360

40 バス (特非)六日町観光協会 南魚沼市六日町140-2 025-770-1173
41 バス 名鉄観光サービス㈱ 新潟支店 新潟市中央区米山4-1-23 米山Nビルディング 025-245-8331
42 バス 柳都トラベル(株） 新潟市東区下木戸1-4-1東区役所地下1階 025-279-2133

新潟交通㈱*グループ会社を含むバス28

㈱新潟トラベルバス29

㈱農協観光バス31

33 バス (株)KOKK ハミングツアー　

39 バス 村上自動車(株)村上観光
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