
教育旅行のご案内
ホテルオークラ新潟



●ホテル名 ホテルオークラ新潟

■所在地

●住所 新潟県新潟市中央区川端町 6-53

●ＴＥＬ ０２５－２２４－６１１１

北陸・関越自動車道 新潟西 IC より車で 20 分

磐越自動車道新潟中央 IC より車で 20 分

■施設概要

●客室数 ２６５室（最大収容人数４５０名）

●ルームキー カードキー

●電話 客室の電話使用可能（外線カット可）

●冷蔵庫 全室付（ドリンク類は撤去しています）

●バストイレ 全室付（大浴場なし）

●ＴＶ 全室無料（有料放送はカット可）

●駐車場 大型バス４台まで駐車可（駐車代金￥3,960）

●宅配便 ２階ベルデスクにて対応致します

■施設概要■料 理

●朝食 洋定食（バイキングは現在中止してます）

●夕食 テーブルマナー （洋食コース料理）

洋定食 もしくは 和定食

夕食会場イメージ（テーブルマナー）

※リクエストがあれば飛沫感染防止パネルを設置致します

（※和定食料理は 70 名以上は手配不可）

※但し150名以上の人数は手配が出来かねる場合もございます

和定食メニュー（イメージ）



同宿校について

入退館について バスの乗降場所は１階となります。徒歩の場合は２階の正面玄関ロビーが入口です。

集合場所について

水筒の給茶

客室 ６階～１４階（※７階は喫煙フロア）　　１フロア　２２～４４部屋

貴重品の取り扱い

除菌・消臭剤スプレー（※衣服用）

保健室について

ミーティング・班長会議

入浴方法

売店

自動販売機

公衆電話

遊技施設

宅配便

館内放送

非常口

最寄りの公共避難場所

防災設備

【管轄の公共機関】

総合病院

ホテル指定医

夜間の緊急病院 新潟市急患診療センター　 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山３丁目３−１１

消防署 新潟市消防局中央消防署　〒950-1141 新潟市中央区鐘木257番地1

警察署 新潟中央警察署　〒951-8113 新潟市中央区寄居町350

保健所 新潟市保健所　950-0914　新潟市中央区紫竹山３丁目３番１１号

有りの場合、フロアー分けを行います。　※一般のお客様と同フロアーになる場合もございます。

エレベーター3基《定員15名》)　　　お部屋外でのｽﾘｯﾊﾟ履きは不可。

移動の場合、制服、私服でお願い致します。 ※学校指定の体操服･ジャージで移動する際は事前にお知らせ下さい

また、あらゆる事故の原因となりますので、館内は走らぬ様お願い致します。

基本は全体集合場所はご用意しておりませんが、可能な限り対応致します。

宴会場、若しくはレストラン(当方選定)　　※　ご朝食は7:00～9:00の間でご指定下さい

食事内容は、会場によって異なります。　※　会場確定はご宿泊日の約１ヶ月前になります。

※　食物のアレルギーについては、事前にご相談ください。

特にご用意はございません。

各部屋に貸金庫設置（各自管理）　貴重品袋がご利用の際はお知らせ下さい

ご利用いただく客室は2人～3人部屋のツインルーム(部屋タイプの指定不可)

男女別のフロア分けは要相談。ドアペーパー(ネーム)の張り出しは防犯上の事由によりご遠慮下さい。

全室ベッド 寝具：枕⇒プラスチックパイプ･羽毛混合　掛布団⇒羽毛布団

※羽毛アレルギーの方がいらっしゃる部屋は全て毛布へ交換いたします。

※枕はプラスチックパイプの感触がそば殻と似て場合によっては反応してしまう方も　 いらっしゃるので

　そばアレルギーの方がいらっしゃる部屋の枕は全て交換致します。

カード式オートロック　発行は1室1枚(生徒様用)

※ドアフック、ストッパー等でのドアの開放状態は防犯上の事由によりご遠慮下さい。

※カードキーは最終日ご出発の際に、ご返却をお願い致します。

【室内テレビ】＝無料(有料放送はなし)　　【冷蔵庫】＝中身空にて対応致します。

【電話】＝外線カット致します(モーニングコール一斉可)。

歯ブラシ、シャンプー、リンス、ボディーソープ、フェイスタオル、バスタオル、バスマット

ドライヤー、ハンガー、靴べら、洋服ブラシ、お茶セット、電気ケトル、スリッパ、ヘアブラシ＆コーム

※生徒様のお部屋は、髭剃りは撤去致します。

保健室の事前確保が必要な際はお知らせ下さい（有料）

他のお客様の支障にならない範囲で２階のロビー階をご利用下さい。

各客室内ユニットバス(大浴場はなし)

館外に24時間営業のコンビニ『ローソン』有り(徒歩2分)　

各階に自動販売機有り　　注意：アルコール類も販売しています　(フロア貸切以外は使用禁止の張り紙不可)

2階ロビーに1台設置有

館内にはありません

当ホテル指定業者を手配致します。※要事前連絡

有料で各お部屋入れをさせていただきます。ネームタグにクラス、氏名、部屋番号をご記入下さい。

おみやげがある場合は、おみやげにもご記入下さい。(ご記入が無い場合、お部屋入れを致しかねる場合がございます。)

館内放送はできません。

６階～１１階は４ヶ所、１２階～１４階は２ヶ所ございます。入室前にご確認下さい。

白山公園（一番堀通町1番地2）、白山小学校（川端町1丁目1番地）

●防災優良認定証＝有　　●火災報知器＝有　　●非常灯＝有　　●消火栓＝有　●懐中電灯＝有

住所 TEL

新潟市民病院　〒950-1197　新潟市中央区鐘木463番地7 025-281-5151（急患外来）

岩永医院　〒951-8057 新潟市中央区月町２０１４ 025-222-8709

025-246-1199

025-288-3119

025-225-0110

025-212-8010

火災の原因となりえますので室内照明器具等にタオルやシーツなどを掛ける、被せる等はしないようお願い申し上げます。

ホテルオークラ新潟　修学旅行受入のご案内

館内移動方法

食事場所

お部屋割り

寝具の取り扱い

鍵の取り扱い

客室内設備

客室アメニティー

先着荷物置場



ホテルスタッフはマスクを着⽤し、場合によ

っては⼿袋等を着⽤して接客いたします。

またフロントデスクにはアクリル板等を設置

し、⾶沫、接触を防⽌いたします。

新型コロナウィルス感染症拡⼤への安全対策

オークラ  ニッコー  ホテルズでは、お客様とホテル

スタッフの健康を第⼀に考え、またお客様が安⼼して

ホテルをご利⽤いただけますよう、新たな衛⽣基準

「C L E A N  &  S A F E  S T A Y」を策定いたしました。

今後、国内のグループホテルはこの基準をふまえ、

清潔で安⼼できる環境でお客様をお迎えいたします。

ご不便をお掛けすることもございますが、何卒ご理解

とご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。

ロビー、エレベーター、お化粧室などの

ホテル内パブリックエリアの接触⾯につい

て、清掃・消毒を頻繁に⾏い、衛⽣的な状

態を保ちます。

パブリックエリア、宴会場前など各施設の

出⼊り⼝に、お客様がお使いいただける消毒

ステーションを設置し、絶えずお客様が⼿指

消毒をしていただける環境を整えます。

お客様とホテルスタッフ、あるいはお客様と

他のお客様との間で適度な距離を保っていた

だけるよう、ご案内いたします。

館内（客室、レストラン、宴会場、パブリッ

クエリア）においてはこまめな換気を実施

します。また、外気に触れる窓やドアがある

場合、定期的に空気の⼊れ替えを⾏います。

ルームキーや筆記具、貸出備品などお客様に

お渡しするものは、すべて消毒済みのものを

ご⽤意します。

ホテルにご来館されるお客様について、⾮接

触体温計による検温あるいは、健康チェック

シートへのご記⼊をお願いする場合がござい

ます。

1.�清掃・消毒の徹底 2.�消毒ステーションの設置 3.�⾶沫感染の防⽌

4.�ソーシャルディスタンシングの確保 5.�換気の徹底 6.�接触感染の防⽌

7.�お客様の健康確認

ホテルオークラ新潟 総⽀配⼈



ホテルを安心してご利用いただくために

児童・生徒様へ 事前のお願い

●児童・生徒様の出発前の健康観察を徹底し、発熱・体調不良の場合は学校・保護者の方と

ご相談の上、ご参加を控えて頂くようご協力をお願い致します。

●旅行中はマスクのご持参をお願い致します。

（ホテルでマスクの販売・及び予備はございません）

●食事中、入浴中、就寝時以外はマスクの着用のご協力をお願い致します。

●ホテル入館時・食事前に検温をさせて頂きます。

37℃以上の際は計り直し、37.5℃以上の際はシングル部屋をご用意させて頂きます。
また食事会場へのご入室はご遠慮させて頂きます。

感染の疑いがある際は管轄保健所の判断・指導に従い、対応させて頂きます。

●入館時のホテルからの挨拶・全体集合の際は感染予防対策の為、簡潔にさせて頂きます。

また床（絨毯）に座る事は衛生上ご遠慮下さい（他の方の飛沫接触予防の為）

事前に集合の方法・クラスや列の間隔・前後の陣形を打ち合わせさせて頂きます。

●エレベーター内・廊下での会話はお控え下さい。

●食事前に手洗い・うがいをご自身のお部屋で済ませ、食事会場へ入室前にアルコール消毒

の徹底をお願い致します。

（食事会場階にもお手洗いがございますが、コップはありません）

●食事は個々盛りとさせて頂きます。

（残った料理・苦手な料理の回し食べ・回し飲みはご遠慮下さい）

●班長会議・報告会などを行う際は３密(密集・密接・密閉)を避ける工夫をお願いします。

ホテルオークラ新潟

〒951-8053 新潟県新潟市中央区川端町６－５３
代表電話 ０２５－２２４－６１１１

ホテル施設管理者 長谷川 勝治 新潟市保健所 025-212-8194
衛生管理責任者 山崎 武一 新潟県保健所 025-280-5200



修学旅行ご夕食メニュー

＜和食お膳盛り＞

Menu

揚げ物盛り合わせ

・ヒレカツ（卵・乳・小麦）

・カニクリームコロッケ（カニ・小麦・乳）

・鶏唐揚げ（小麦・卵・乳）

中濃ソース

サラダ

刻み野菜 胡瓜 トマト 芋サラダ（小麦・卵・乳）

イタリアンドレッシング

茶碗蒸し（卵・海老）

鶏肉 椎茸 海老（海老） 白身魚

郷土料理のっぺ

里芋 人参 牛蒡 筍 鮭 鶏 銀杏 絹さや

さつまいも甘煮

新潟県産コシヒカリ白御飯 おかわり用意あり

香の物

味噌汁（乳）

マンゴープリン（乳）

＊アレルギー7品目表示
（卵・乳・小麦・エビ・カニ・落花生・そば）

TEL:025(224)6111 FAX:025(224)7060



修学旅行ご夕食メニュー

＜洋食お膳盛り＞

Menu

煮込みハンバーグステーキ 温野菜添え（卵・乳・小麦）

チキンの唐揚げ（卵・乳・小麦）

小海老とマカロのニグラタン（乳・小麦・エビ）

コーンスープ（乳）

ポテトサラダ（卵・乳・小麦）

ミルクロールパン（卵・乳・小麦）＊おかわり自由

バケット（小麦）＊おかわり自由

バター（乳）

デザート（卵・乳・小麦）

オレンジジュース（無）

＊アレルギー7品目表示
（卵・乳・小麦・エビ・カニ・落花生・そば）

TEL:025(224)6111 FAX:025(224)7060



＜テーブルマナー＞

Menu

スモークトラウトサーモンと小海老マリネに野菜のモザイクを添えて

色とりどりのソース（乳・卵・エビ）
Saumon fumé et crevette marinée avec mosaïque de légumes,

sauce différentes couleurs

コーンスープ（乳・小麦）
Potage crème de maïs

白身魚のチーズ焼き ミックスビーンズ入りリゾット添え

トマトソースの味わい（乳）
Poisson à chair blanche grillé au fromage avec risotto aux légumes,

sauce tomate

ローストビーフとビーフシチューのハーモニー

ポンムデュセスと彩り野菜とともに（卵・乳・小麦）
Harmonie de bœuf rôtie et ragoût de bœuf avec pommes duchesse aux légumes

デザート（卵・乳・小麦）
Dessert

コーヒー
Café

パンとバター（卵・乳・小麦）
Pain et beurre

※アレルギー７品表示

（卵・乳・小麦・エビ・カニ・落花生・そば）

TEL:025(224)6111 FAX:025(224)7060



修学旅行ご朝食メニュー

＜洋食お膳盛り＞

Menu

スクランブルエッグ（卵・乳）

ケチャップ添え（無）

ソーセージ（無）・ベーコン（無）・ロースハム（卵・乳）

温野菜（無）

トラウトサーモンとポテトのマヨネーズグラタン（卵・乳）

サラダ（無）

イタリアンドレッシング（無）

トースト（卵・乳・小麦）＊おかわり自由

クロワッサン（卵・乳・小麦）＊おかわり自由

バター（乳）

ストロベリージャム（無）

プレーンヨーグルト（乳）

マンゴーソース（無）

フルーツ盛り合わせ（無）

オレンジジュース（無）＊おかわり自由

＊アレルギー7品目表示
（卵・乳・小麦・エビ・カニ・落花生・そば）

TEL:025(224)6111 FAX:025(224)7060



■新潟の観光名所 ①

新潟市歴史博物館（新潟市中央区） ホテルよりバスで約５分

平成 16 年に信濃川のほとりに誕生した歴史博物館。「郷土の水と人々のあゆみ」を

テーマとした展示や体験、旧新潟税館長官舎をはじめとした明治・昭和初期の

歴史的建造物など情緒豊な古くからの湊町、水の都にいがたの歴史と文化が満喫できます。

マリンピア日本海（新潟市中央区） ホテルよりバスで約１０分

約 450 種 2 万匹の水性生物に出会えるに日本海側最大級の水族館です。

大水槽の底を通るマリントンネルからの眺めは迫力満点です。

イルカショーは毎日開催されています

朱鷺メッセ展望台（新潟市中央区） ホテルよりバスで約８分

地上約 125ｍに位置しており、日本海側随一の高さを誇ります。

新潟市内はもちろん、日本海、佐渡島、五頭連峰などの景色を一望できる大パノラマです。

新潟せんべい王国（新潟市北区） ホテルよりバスで約２５分

職人さんが実際におせんべいを焼く姿を見学でき、更に自分で焼いたり味わったりもできる

おせんべいのテーマパーク。おみやげには、せんべい王国限定「ばかうけ」の他

オリジナル商品など多数の土産を販売しています。

いくとぴあ食花（新潟市中央区） ホテルよりバスで約２０分

都市と田園地帯が交わる鳥屋野潟のほとりに位置し、新潟市が誇る食と花をメインテーマに

子どもから大人まで様々な体験と交流ができるエリアです。

北方文化博物館：豪農の館（新潟市江南区） ホテルよりバスで約３０分

越後の大地主伊藤文吉氏の旧日本邸で明治 15 年から 22 年まで 8年の歳月をかけて建造

されたもので敷地 8，800 坪（29，100 ㎡）、部屋数 65 の純日本四季住居です。



■新潟の観光名所 ➁

サントピアワールド （新潟市中央区） ホテルよりバス約４０分

大自然に囲まれた遊園地。テーマは「水と緑と太陽のユートピア」

32 種類のアトラクションを完備。熱帯植物園「安田フラワーガーデン」が

併設されており定期的にイベントも開催しています。

今代司酒造 酒造見学 （新潟市中央区） ホテルよりバスで約１０分

創業は明治中期。四代にわたって老舗の暖簾を守ってきた日本酒は阿賀野川の伏流水

を用い良質な酒米をさらに吟味し、辛口のなかにもしっかりとした旨味をもっています。

阿賀野川ライン下り（東蒲原郡阿賀町） ホテルよりバスで約５０分

日本百景の一つである変化にとんだ奥阿賀の渓谷美を眺めつつ船頭さんの楽しい話を

聞きながら阿賀野川を下る 50 分のコースです。新緑の「春」、緑深い「夏」、高揚の「秋」

雪景色の「冬」と四季折々の風情をお楽しみいただけます。

弥彦神社（西蒲原郡弥彦村） ホテルよりバスで約５０分

広々とした越後平野の中央にそびえ立つ弥彦山の麓に鎮まります彌彦神社は古くから

「おやひこさま」の継承で親しまれています。

11/1 から 11/24 には境内で「弥彦菊まつり」が開催され賑わいます。

白根グレープガーデン（新潟市南区） ホテルよりバスで約３０分

１年中果物狩りができる観光農園。なし狩りは 9 月上旬から 10 月下旬がシーズンです。

果物狩り以外にもうさぎやミニやぎがいる「ふれあい広場」や 400 名収容のぶどう棚の下

でのバーベキューなど楽しみ方も色々あります

古町芸妓の舞（新潟市中央区）

祇園（京都）、新橋（東京）に並び日本三大芸妓に数えられた古町芸妓。

湊町・新潟に花開いた花街文化をご鑑賞いただけます。

ホテルの食事会場でもご鑑賞頂けます（別途料金発生致します）



■新潟の観光名所 ③

清水園・足軽長屋（新発田市） ホテルよりバスで約４５分

江戸時代末期における新発田藩の足軽長屋で、藩政当時のままの姿で現存しています。

当時の下級武士がすんでいた八軒長屋は歴史的にも貴重な存在です。

近くには日本１００名城にも選ばれている新発田城跡もあります。

金属加工の町（燕市・三条市） ホテルよりバスで約４５分

今や世界的に有名な「燕三条」の金属加工。ドラマ「下町ロケット」のロケ地としても

注目されました。スプーン作り体験・伝統工芸技術の体験メニューがあります。

石油の里公園、鉄道の町 新津（新潟市秋葉区） ホテルよりバスで約３５分

この地は江戸時代初期に油田が発見され、その後石油の里として発展しました。

明治から大正にかけ日本一の産油量をほこり我が国の産業・経済に大きく寄与しました。

周辺の施設は文化的な遺産が多く残り・周辺は豊かな自然が広がっています。

自然・歴史・文化を核に全国的にも稀な学びと憩いの場となっています

またこの地は江戸時代、会津街道・羽越街道が分岐する交通の要として

発展し「新津鉄道資料館」では蒸気機関車などの本物を間近で見学できます

アグリパーク（新潟市南区） ホテルよりバスで約３０分

アグリパークは、農業に触れ・親しみ・農業を学ぶ場を提供する日本初の公立教育ファームです。

農作業・家畜の世話・バター作り体験などを通し日本の農業・食文化に直に触れあう事ができます。


