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ほくほく線に乗って特典を受けよう♪ 

 

 

 

 

 

 

  ①きっぷを購入  ②きっぷを写真撮影 ③きっぷの画像を 
                     施設窓口で提示 
 
 

●優遇特典の対象者は、『ほくほく線の区間【犀潟（上越市）～ 

 六日町（南魚沼市）】を含むきっぷ（ほくほくワンデーパス・ 

 団体きっぷを含む）』をお買い求めのお客様となります。 

●きっぷの記載内容が確認できる大きさで撮影してください。 

●優遇特典は、きっぷの有効期間内において、おひとり様１施設 

 につき１回のみ受けることができます。 

●定期券・回数券および乗り越し運賃精算は対象外となります。 

●他の割引きサービス・減免制度との併用はできません。 
 

◆対象施設は裏面以降をご覧ください。 

ほくほく線沿線地域振興連絡協議会（十日町市企画政策課企画政策係）TEL: 025-757-3193（直通） 

 

きっぷをスマホやデジタルカメラで撮影するだけで OK！ 

注意事項 

お問い合わせ 

ほくほく線 
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優遇特典が受けられる対象施設（令和３年４月１日現在） 

最新の情報は北越急行㈱のＨＰでご確認ください。 
 
※最寄り駅の凡例 ほ：ほくほく線、ト：えちごトキめき鉄道、上：ＪＲ上越線、信：ＪＲ信越本線 
※施設の休館日や入館料などが変更となる場合があります。 
ご利用の際は、各施設のＨＰで最新情報をご確認ください。 

施設名／施設ＨＰ 
所在地／電話番号 

開館時間、休館日 
入館料等 

最寄り駅から 

の所要時間 
特典 

小林古径記念美術館 
 
https://www.city.joetsu.n
iigata.jp/site/kokei/ 

所 上越市本城町 7-1 

☎ 025-523-8680 

開 9：00-17：00 

※ 12-3月は 10:00-16:00 

休 月曜日（祝日の場合は翌 

  日）、12/29-1/3、展示替え

期間 

■一般 510円 

■小中高生 260円 

※幼児及び市内の学校に

通う小中高生は無料 

ト高田駅から 

徒歩 15分、バス・ 

車で 10分 

■お好きな絵葉書 1枚 

プレゼント 

高田城三重櫓 
 
https://www.city.joetsu.n
iigata.jp/soshiki/bunka/t

akada-castle.html 

所 上越市本城町 6-1 

☎ 025-524-3120 

開 9:00-17:00 

休 月曜日（祝日の場合は翌 

  日）、12/29-1/3、1月-2月の

月-木曜日（祝日の場合は開館）  

■一般 310円 

■小中高生 160円 

※幼児及び市内の学校に

通う小中高生は無料 

ト高田駅から 

徒歩 20分、バス・ 

車で 10分 

■一般入館料 150円引き 

■小中高生 80円引き 

歴史博物館 
 
https://www.city.joetsu.n
iigata.jp/site/museum/ 

所 上越市本城町 7-7 

☎ 025-524-3120 

開 9:00-17:00 

※ 12-3月は 10:00-16:00 

休 月曜日（祝日の場合は翌 

  日）、12/29-1/3 

■一般 510円 

■小中高生 260円 

※幼児及び市内の学校に

通う小中高生は無料 

ト高田駅から 

徒歩 15分、バス・ 

車で 10分 

■入館料 100円引き 

交通公園（五智公園内） 
 
https://www.city.joetsu.n

iigata.jp/soshiki/toshise
ibi/gochi-park.html 

所 上越市五智 6丁目 1569 

☎ 025-543-5948 

開 9:00-17:00 

休 4/1-10/31までの平日、 

  7/25-8/25までは月曜日 

  のみ、11-3月は閉鎖 

【ゴーカート】 

■大人 210円 

■中学生以下 110円 

ト直江津駅から 

徒歩 30分、バス・ 

車で 10分 

■ゴーカート子ども（中学生

以下）１回無料 

市民いこいの家 
 
https://niigata-

bs.sakura.ne.jp/si/ikoi/ 

所 上越市石橋 1丁目 1-3 

☎ 025-545-5270 

開 9:00-21:00 

※ 入浴は 10:00-21:00 

休 月曜日（祝日の場合は翌 

  日）、12/29-1/3 

【入浴料】 

■一般 360円 

■小中学生 160円 

※幼児無料 

ト直江津駅から 

徒歩 15分 
■入浴料 60円引き 

月影の郷 
 
https://www.city.joetsu.n
iigata.jp/soshiki/uragawa

ra-ku/uragawara-
tsukikagenosato.html 

所 上越市浦川原区横住 410 

☎ 025-599-3302 

開 8:30-17:00 

休 12/29-1/3 

【宿泊】（1泊 2食付） 

■大人 7,200円 

■小学生以下 6,100円 

ほうらがわら駅から 

バスで 5分 

※デマンドバスの 

 ため事前予約必 

 要 

☎0800-800-2312 

■3 名以上の宿泊で地元白

米 1㎏プレゼント 

■5 名以上の昼食又は体験

利用者には、さらに地元

白米を各自 450g プレゼ

ント 

柿崎マリンホテル 

ハマナス 
 

https://www.marine-
hamanasu.jp/ 

所 上越市柿崎区上下浜 262 

☎ 025-536-6565 

開【レストラン】 

  11:30-14:00 

  17:30-20:30 

 【日帰り入浴】 

  11:00-16:00（水曜日を除 

  く） 

休 不定休（月 1回） 

【宿泊】 

■大人素泊まり 7,040

円～ 

信上下浜駅から 

徒歩 10分 

■宿泊、レストラン利用者

にソフトドリンク 1 杯サ

ービス 
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※最寄り駅の凡例 ほ：ほくほく線、ト：えちごトキめき鉄道、上：ＪＲ上越線、信：ＪＲ信越本線 
※施設の休館日や入館料などが変更となる場合があります。 
ご利用の際は、各施設のＨＰで最新情報をご確認ください。 

施設名／施設ＨＰ 
所在地／電話番号 

開館時間、休館日 
入館料等 

最寄り駅から 

の所要時間 
特典 

鵜の浜人魚館 
 
http://www.ningyokan.jp/ 

所 上越市大潟区九戸浜 241-8 

☎ 025-534-6211 

開【お風呂】 

   10:00--20:00 

【プール】 

平 日：13:00-18:00 

土日祝日：10:00-18:00 

休 火曜日（祝日の場合は翌 

  日）、12/31-1/1 

【入浴料】 

■大人 600円 

■小学生・障がい者 350

円 

【プール】 

■大人 540円 

■小学生・障がい者 430

円 

※7-8 月は、大人＋160

円、小学生・障がい者

＋70円加算 

信潟町駅から 

徒歩 10分 

 

■入浴料 10％引き 

坂口記念館 
 
https://www.city.joetsu.n
iigata.jp/soshiki/kubiki-

ku/kubiki-sakaguchi.html 

所 上越市頸城区鵜ノ木 148 

☎ 025-530-3100 

開 10:00-16:00 

休 月曜日（祝日の場合は翌 

  日）、休日の翌日、12/28-

1/4 

■310円 

※中学生以下無料 

ほくびき駅から 

車で 7分 
■入館料 80円引き 

スカイトピア遊ランド 
 
http://yuuland.jp/ 

所 上越市吉川区坪野 1458-2 

☎ 025-547-2221 

開 9:00-18:00 

休 水曜日（祝日の場合は翌

日）、12/29-1/3 

【宿泊】 

■大人素泊まり 4,000円～ 

■小学生以下素泊まり

3,200円～ 

【入浴料】 

■大人 450円 

■小学生以下 300円 

【体験講座】 

■1,400円～ 

【スーパースライダー】 

■中学生以上 420円 

■小学生 320円 

信柿崎駅から 

車で 20分、バスで 

50分 

ほくびき駅・うら 

がわら駅から 

車で 20分 

■入浴料 100円引き 

直江兼続公伝世館 
 
http://www.city.minamiuon

uma.niigata.jp/kanko/hist
ory_culture/history/14558
72820302.html 

所 南魚沼市坂戸 393-2 

☎ 025-772-2687 

開 10:00-16:00 

休 木曜日、12/1-3/31まで 

  休館 

■大人 300円 

■小中高生 150円 

ほ六日町駅から 

徒歩 20分 

■大人入館料 100円引き 

■小中高生入館料 50円引き 

今泉記念館 

アートステーション 
 
http://www.michinoeki-

minamiuonuma.jp/imaizumi-

kinenkan/ 

所 南魚沼市下一日市 855 

☎ 025-783-4500 

開 9:00-17:00 

休 元旦、展示替え期間等 

■大人 500円 

■小中高生 250円 

ほ六日町駅から 

車で 20分 

■大人入館料 100円引き 

■小中高生入館料 50円引き 

池田記念美術館 
 
http://www.ikedaart.jp/ 

所 南魚沼市浦佐 5493-3 

☎ 025-780-4080 

開 9:00-17:00 

休 水曜日、年末年始、展示 

  替え期間 

■大人 500円 

※高校生以下無料 

上浦佐駅から 

徒歩 15分 
■入館料 100円引き 

南魚沼市トミオカ 

ホワイト美術館 
 
http://www.6bun.jp/white/ 

所 南魚沼市上薬師堂 142 

☎ 025-775-3646 

開 9:00-17:00 

休 水曜日、年末年始、展示 

  替え期間 

■大人 500円 

■小中高生 250円 

ほ六日町駅から 

車で 15分 
■入館料 2割引 
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※最寄り駅の凡例 ほ：ほくほく線、ト：えちごトキめき鉄道、上：ＪＲ上越線、信：ＪＲ信越本線 
※施設の休館日や入館料などが変更となる場合があります。 
ご利用の際は、各施設のＨＰで最新情報をご確認ください。 

施設名／施設ＨＰ 
所在地／電話番号 

開館時間、休館日 
入館料等 

最寄り駅から 

の所要時間 
特典 

鈴木牧之記念館 
 
http://www.6bun.jp/bokushi/ 

所 南魚沼市塩沢 1112-2 

☎ 025-782-9860 

開 9:00-16:30 

休 火曜日、年末年始、展示 

  替え期間 

■大人 500円 

■小中高生 250円 

上塩沢駅から 

徒歩 10分 
■入館料 2割引 

高柳じょんのび村 
 

http://www.jon-nobi.com/ 

所 柏崎市高柳町高尾 10-1 

☎ 0257-41-2222 

開 11：00-20：00 

休 不定休 

■大人 650円 

■子ども 400円 

ほまつだい駅・ 

十日町駅から 

車で 25分 

■入館料 100円引き 

※休館日は、お電話でご確

認ください。 

さくらや 

所 十日町市稲荷町 3 丁目南 5-1 

☎ 025-752-3908 

開 11：00-15：30 

  17：00-19：00 

休 木曜日 

【平均価格】 

■700円 

ほ十日町駅西口

から徒歩 1分 

■300円以上のご利用で 

50円引き 

繁蔵 田麦そば 

 

https://www.tamugisoba.com 

所 十日町市駅通り 237-1 

☎ 025-752-5656 

開 10:30-14:00(LO 13:30) 

  17:30-20:00(LO 19:30) 

休 月曜日 

【平均価格】 

■1200円 

ほ十日町駅から 

徒歩 1分 
■100円引き 

志天 

所 十日町市駅通り 2-1 

☎ 025-752-2505 

開 11：00-14：00 

  17：00-21：00（LO） 

休 木曜日 

（第 3水、木は連休） 

【平均価格】 

■1000円 

ほ十日町駅から 

徒歩 1分 
■100円引き 

手しごと cafe 青山 

 

Facebook 

「手しごと cafe青山」 

所 十日町市昭和町 3-18-3 

☎ 090-5390-2072 

開 8：30-18：30 

休 不定休 

【平均価格】 

■400～1000円 

ほ十日町駅から 

徒歩 1分 

■ご飲食代・手作り雑貨 

1割引 

へぎそば処 小嶋屋 

 

https://hegisoba.co.jp/ 

所 十日町市本町 4-16-1 

☎ 025-757-3155 

開 10：30-19：30 

休 水曜日 

【平均価格】 

■1000円 

ほ十日町駅から 

徒歩 8分 
■お食事・お土産 10％引き 

(一社)十日町市観光協会 
 

https://www.tokamachishik

ankou.jp/ 

所 十日町市旭町 251-17 

  十日町市総合観光案内所内 

☎ 025-757-3345 

開 9:00-17:00 

休 12/30-1/1 

■無料 
ほ十日町駅から 

徒歩 1分 

■電動レンタサイクル「里

チャリ」500円割引 

1日1,500円→1,000円 

■お土産処「 Tocco(とっ

こ)」で 1,000円以上購入で

日 本 三 大 峡 谷 清 津 峡

「Tunnel of Light」のポス

トカード（非売品）を１枚プ

レゼント 

(一財)十日町地域 

地場産業振興センター 

道の駅クロステン 
 
https://cross10.or.jp/ 

所 十日町市本町 6の 1丁目 71-26 

☎ 025-757-2323 

開 9:00-18:00 

※ 11-3月は 9:00-17:30 

休 第 2水曜日（8月は無休）、 

  12/31 

■無料 
ほ十日町駅から 

徒歩 10分 

■越後妻有おみやげ館喫茶

コーナーの生乳ソフトクリ

ーム100円引き 
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※最寄り駅の凡例 ほ：ほくほく線、ト：えちごトキめき鉄道、上：ＪＲ上越線、信：ＪＲ信越本線 
※施設の休館日や入館料などが変更となる場合があります。 
ご利用の際は、各施設のＨＰで最新情報をご確認ください。 

施設名／施設ＨＰ 
所在地／電話番号 

開館時間、休館日 
入館料等 

最寄り駅から 

の所要時間 
特典 

キナーレ明石の湯 
 
http://kinare.jp/page_aka
shi.html 

所 十日町市本町 6丁目 

☎ 025-752-0117 

開 10:00-22:00 

休 水曜日（祝日の場合は営 

  業） 

■大人 600円 

■小学生 300円 

■70歳以上 500円 

ほ十日町駅から 

徒歩 10分 
■大人入館料 100円引き 

十日町市博物館 
 
https://www.tokamachi-

museum.jp/ 

所 十日町市西本町 1丁目 448-9 

☎ 025-757-5531 

開 9:00-17:00 

（入館は 16：30 まで） 

休 月曜日（祝日の場合は翌 

  日）、12/28～1/3 

■一般 500円 

※中学生以下無料 

ほ十日町駅から 

徒歩 10分 
■入館料 100円引き 

きくやキッチン 

 

 

所 十日町市松代 3816-1 

  ふるさと会館 2階 

☎ 025-594-7433 

開 11：30-14：30 

 （14：00オーダーストップ） 

休 木曜日 

【平均価格】 

■1000円 

ほまつだい駅 

から徒歩 2分 

■ドリンクまたは 

ミニデザートサービス 

道の駅まつだい 

ふるさと会館 
 

https://www.tokamachishik

ankou.jp/matudai/cgi-

bin/kaikan/index.cgi 

所 十日町市松代 3816 

☎ 025-597-3912 

開 8:30-17:30 

※ 12/1-3/31は 8:30-17:00 

休 元日 

■無料 
ほまつだい駅 

から徒歩 1分 

■おみやげ処ふるさとで 

 魚沼産ご当地カップアイ 

ス 50円引き 

 


