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『埼旅協会員へ“ちょっぴりプレゼント!”ｷｬﾝペｰﾝ』 2021/4/30 更新                                

当協会では 2021年度事業の一つとして(一社)協定会員連盟会員施設への送客数を増やすための『埼旅協会員へ

“ちょっぴりプレゼント!”ｷｬﾝペｰﾝ』を実施することとなりました。このキャンペーンは、連盟会員の商品(宿泊・食事・

物販・入園等)に対し、埼旅協会員が送客するお客様の場合には“ちょっぴりプレゼント!”を付けていただくことにより、

より一層の送客数を増やそうとするもので、その地域の観光活性化にも繋がるものです。ぜひともたくさんのご送客

をよろしくお願い申し上げます。   

 

 

 

 

 

 

 

 

★(一社)埼玉県旅行業協会のトップページの下にあります。 会員専用 HPへＰＤＦで掲載しています! パスワードは anta  となります。 

1 ㈱かねまん本舗 

所在地：福島県いわき市平下高久字下原 83 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡0246-39-3360 Fax0246-39-3754 

フリーダイヤル 0120-173360 

担当：常務取締役 遠藤和泉 

通常 3,000円以上お買い上げで蒲鉾 1

本プレゼントのところ 2,000 円以上お

買い上げでプレゼントします。 

 

2 潮目の駅 小名浜美食ホテル 

所在地：福島県いわき市小名浜字辰巳町 43-9 

℡0246-54-3409 Fax0246-54-3401 

担当：舟生健 

小名浜美食ホテル内にて、お一人様

1,000 円(税込)以上のお食事又はお土

産をお買い上げのお客様に、『うまい

棒』をお一人様 1本プレゼントします。 

 
3 いわき七浜料理 まるかつ 

所在地：福島県いわき市小名浜字小屋の内 33の 99 

℡0246-54-2476 Fax0246-53-4994 

担当：代表取締役 三浦宏一 

1F 売店にて、お買物の精算時に、レジ

にて‘カットワカメ’をプレゼントします。 

 

4 さかなや 魚勢 上越店 

所在地：新潟県上越市五智国分 1185-1 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡025-544-6111 Fax 025-544-7400 

担当：代表取締役 岩﨑美香 

魚勢 上越店へご送客いただいたお客

様全員(人数分、条件なし)に“昆布あ

め(6個入)”をプレゼントします。 

 
5 新潟中央水産市場(株) あるるんの海 

所在地：新潟県上越市大道福田 637 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡025-520-8018 Fax025-520-8668 

担当：店長 小林金吾 

４名様以上のお立寄りで、お一人様の

お買い上げ総額（特売品を除く）が

1,000円（税抜）以上お買い上げの方に

『荒波のり』５枚入りをプレゼントしま

す。 

  

《『埼旅協会員へ“ちょっぴりプレゼント!”ｷｬﾝペｰﾝ』諸条件》  

●実施期間: 2021年 5月 6日～2022年 4月 27日まで(但し、各施設の定めた除外日は除きます。) 

●その他条件：料金〇〇円以上、送客人数○○人以上など、各施設が定めた条件がある場合があります。 

●送客方法：手配方法は通常手配業務と同様に現地・案内所を通じて手配。ただし、予約の際に『埼旅協会員へ“ちょ

っぴりプレゼント!”ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ』対応であることを施設側へ伝えることが必要です。←★｢事前の予約が必要です！｣ 

●画像等：掲載しているプレゼント商品の画像は、一例である場合があり、当日のプレゼント商品の在庫状況などにより

画像と異なる場合があります。   

 

 

http://members2.jcom.home.ne.jp/ssanta/suteru.html
https://www.uosei-kisuya.jp/shop/img/photo_joetsu01.jpg
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6 角上魚類 寺泊本店 

所在地：新潟県長岡市寺泊下荒町 9772-20 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡0258-75-5745 Fax0258-75-5277 

担当：営業 大島康隆 

きざみのり(国産)10ｇをプレゼントとし

ます。 

(各自店内で交換していただく“引換券

対応”となります。) 

 

7 浅間酒造観光センター 

所在地：群馬県吾妻郡長野原町長野原 1392-10 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡0279-82-2045 Fax 0279-82-3722 

担当：係長 土屋勇太 

昼食利用の団体、又は復路立寄の団体

20 歳以上の大人に自家製｢黒ごまも

ち｣1個プレゼントします。 

 

8 太助ドライブイン 

所在地：群馬県利根郡みなかみ町新巻 3596 

(この企画に関しての施設側のお問い合わせ先) 

℡0278-64-0710 Fax0278-64-0638 

担当：田村千鶴子 

〇お食事利用：10名様以上のご利用で

食後のコーヒーサービスと太助饅頭お

一人様 1個プレゼントします。 

〇お買い物利用：お買い上げのお客様

に太助饅頭お一人様 1 個プレゼントし

ます。 
 

9 日光ろばたづけ 鬼怒川店 

所在地：栃木県日光市栗原 430-1 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡0288-31-1122 Fax 0288-31-1123 

担当：支配人 大渕和人 

10 名様以上の団体にミニスライス大

根(50ｇ)をお一人様 1 個プレゼントしま

す。 

・設定除外日↓ 

10/1～11/30(10月、11月中) 

 
10 海一望絶景の宿 いなとり荘 

所在地：静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 1531 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡0557-95-1234 Fax0557-95-1907 

担当：副支配人 藤城智之 

10名様以上のグループ客特典 

①カラオケサービス 

②宴会 2時間飲み放題 

通常 3,000 円税別→2,500 円税別  

11 熱川温泉 粋光 

所在地：静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 1271-2 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡0557-23-2345 Fax0557-23-1340 

担当：予約課長 稲葉智奈美 

平日限定：４名様以上、お一人様

13,000 円(税別)以上の宿泊で、伊豆

のぐり茶を 1 室につき 1個プレゼントし

ます。 

 

12 里の駅いちのみや 

所在地：山梨県笛吹市一宮町東原 65 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡0553-39-8000 Fax0553-39-8001 

担当：課長 梅田靖嘉 

立寄り、食事していただいたお客様全

員に、お一人様にゼリー、紅塩、いずれ

か一点をプレゼントします。 

※ゼリーは季節によって種類が異なり

ます。予めご了承下さい。 

 

13 甲州天然石工房 彩石の蔵(英雅堂グループ) 

所在地：山梨県笛吹市石和町窪中島 122-1 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡055-263-6885 Fax055-263-1994 

担当：営業課長 井上功基 

｢トルマリン入浴パウダー｣をプレゼント

します。 

*但し、案内所等のキャンペーンと重複

する場合は、どちらか一方のキャンペ

ーンのみの対応となります。 
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14 ハーブ庭園旅日記 富士河口湖庭園 

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町船津 1996 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡0555-83-3715 Fax 0555-72-3900 

担当：田中祐二 

立寄り時間 40 分以上のお客様に 3 点

の中から 1 点をお選びいただきプレゼ

ントします。 

①ラベンダー石鹸 

②入浴剤 

③ブルーベリーティー 
 

15 華やぎの章 慶山 

所在地：山梨県笛吹市石和町市部 822 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡055-262-2161 Fax055-262-4162 

担当：支配人 河野倫也 

大人のお客様お一人様に 1 個、宿オリ

ジナル湯の素(入浴剤)をプレゼントし

ます。 

  

16 華やぎの章 甲斐路 

所在地：山梨県笛吹市石和町川中島 1607-40 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡055-262-7373 Fax 055-263-5677 

担当：支配人 河野倫也 

大人のお客様お一人様に 1 個、宿オリ

ジナル湯の素(入浴剤)をプレゼントし

ます。 

   

17 国民宿舎 サンライズ九十九里 

所在地：千葉県山武郡九十九里町真亀 4908 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡0475-76-4151 Fax0475-76-4908 

担当：営業推進課長 山岸正和 

宿泊(1 泊 2 食付)、又は日帰り昼食

(@1,500 円以上)のお客様に、ビワゼ

リーお一人様 1個プレゼントします。 

・設定除外日↓ 

土曜日、休前日、 

夏季(７月 17日～8月 31日) 

年末年始(１２月 29日～1月 3日)     

18 ホテル一宮シーサイドオーツカ 

所在地：千葉県長生郡一宮町一宮 10000 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡0475-42-6411 Fax0475-42-6530 

担当：ホテル事業部営業推進室 課長 緑川順市 

20 名様以上の団体で、女性のお客様

にプチアメニティをお一人様 1 個プレ

ゼントします。 

 

  

19 ナチュラルファームシティ 農園ホテル 

所在地：埼玉県秩父市大宮 5911－1 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡0494-22-2000 Fax0494-23-2000 

担当：齋藤裕亮 

宿泊のお客様には、秩父イメージキャ

ラクター｢ポテくまくんサブレ 5 枚入

り｣を、日帰りのお客様には、｢ポテくま

くんサブレ 1枚｣をプレゼントします。 

・設定除外日↓ 

12月 3日    

20 ニューサンピア埼玉おごせ 

所在地：埼玉県入間郡越生町古池 700 

（この企画に関しての施設側のお問合せ先） 

℡049-292-6111 Fax049-292-6113 

担当：営業課長 松坂洋樹 

 

1 泊 2 食付き(レストラン紅梅にて夕食

プラン)のお客様にお一人様 1 個｢越生

産かりかり小梅｣をプレゼントします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://directin.jp/?x=A3JUA9

