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冠婚葬祭
結婚式場

▶利用資格　会員のみ

▶利用方法　フロントで会員証を提示し、直接ご相談ください。

施　設　名 所　在　地 特典＆インフォメーション

�新潟グランドホテル
�信濃川を望むロケーション
とおいしいお料理が特徴の
シティーホテルです。印象
的なチャペル挙式のほか新
潟大神宮での神社婚も可能
です。

新潟市中央区下大川前通
３-2230

TEL.
025（228）6115

●料理、飲物の５％割引（パックプランは除く）
●ご披露宴当日に、新郎新婦ご宿泊（朝食付）プレゼント
●ご披露宴列席者のご宿泊料金特別ご優待
●ご結婚１周年の記念日にフルコースディナーご招待
●�ご紹介カードによるハネムーン、ジュエリーなどの優
待、割引サービス

●四季の会自動入会（レストラン利用10％割引）
※他特典との重複利用はできません。

ハミングプラザビップ
〔VIP〕
心に残り、輝き続けるブラ
イダル、まごころ込めてお
手伝いさせていただきま
す。

新潟市中央区上所
２-11-33

TEL.
025（285）1143

●料理、飲物の５％割引
　（パッケージ商品は除く）
●ウエディングケーキ入刀料の無料サービス
●送迎バス、両家各１台無料サービス
※他特典との重複利用はできません。

新潟東映ホテル
�新潟駅から徒歩５分！遠方
ゲストも安心。
�心をこめた演出で輝きに満
ちた思い出づくりをお手伝
いいたします。

新潟市中央区弁天
２-１-６

TEL.
025（244）7101

●料理、飲物の５％割引
●ご披露宴の当日、新郎新婦のご宿泊ご招待（１泊２食付）
●ご列席のお客様のご宿泊料金ご優待
●ご結婚１周年の記念には、ディナーにご招待いたします。
●送迎用のマイクロバスを１台サービスいたします。

（30km以内）

ANAクラウンプラザ
ホテル新潟
�ホテルならではのきめ細か
なサービスで、おふたりの
ウエディングシーンをサ
ポートいたします。

新潟市中央区万代
５-11-20

TEL.
025（245）3334
（ダイヤルイン）

●料理、飲物の５％割引（パッケージ商品は除く）
●ご披露宴の当日、新郎・新婦のご宿泊ご招待（朝食付）
●ご披露宴に列席のお客様のご宿泊料金ご優待
●ハピネットクラブ自動入会（館内ご利用10％割引）
●ご結婚１周年記念にご宿泊＋ディナーご招待

万代シルバーホテル
�幸せの門出を迎えるお二人
にとって思い出に残る最良
の日となりますよう心をこ
めてお手伝いさせていただ
きます。

新潟市中央区万代
１-３-30

TEL.
025（243）3711

●料理、飲物の５％割引
●ご婚礼当日新郎新婦ご宿泊ご招待（朝食付）
●ご婚礼１周年記念ディナーご招待
●ご両家送迎バス各１台サービス（40名様以上）
●ご婚礼参列者ご宿泊ご優待

ホテルオークラ新潟
エレガントで大人かわいい
雰囲気のフレンチチャペ
ル。1500個ものスワロフ
スキーが輝く十字架や大理
石のバージンロードで憧れ
を叶えます。

新潟市中央区川端町
６-53

TEL.
025（224）6121

●料理、飲物の５％割引（税金・サービス料別）
●ご披露宴当日の新郎新婦１泊ご招待（朝食付）
●ご参列の方々の宿泊30％割引
●ご紹介カードによるハネムーン費用の割引
●ご試食の場合、お料理50％割引
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施　設　名 所　在　地 特典＆インフォメーション

ホテル日航新潟
�水と緑に囲まれたアーバン
リゾートウエディング

新潟市中央区万代島5-1
TEL.
025（241）0808

●会員ご本人の婚礼披露宴の料理・飲物　５％割引
　（人数30名以上）
●ご披露宴当日の新郎新婦１泊ご招待（朝食付）
●ご列席者宿泊　特別価格にてご優待
●ご紹介カードによるハネムーン特典
　（成約後の特典付与はいたしかねます）
●One�Harmony�自動入会（レストラン利用10％割引）
●試食の場合、お料理50％割引

アークベルグループ
ベルナール酒田
ベルナール鶴岡
長岡ベルナール
ピアザ�デッレ�グラツィエ
ザ・シャンカーラ

ブライダルステージ デュオ
新潟市中央区堀之内南３-７-10 TEL.025（283）0101 ●料理、飲物の５％割引

●�送迎マイクロバスご両家
　各１台無料サービス
●�新郎新婦へ記念品プレゼント
●�提携ホテルの特別料金での宿泊
●火曜定休（祝祭日除く）

グランシャリオ
新潟市中央区堀之内南３-７-15 TEL.025（283）1211
ハーバーパーク アヴェニューブレストン
新潟市中央区万代３-３-１ TEL.025（240）4122
ピアザ ララ ルーチェ
新潟市中央区新光町８-１ TEL.025（285）2211

葬祭場

▶利用方法　電話で申込みの際に「ニピイの会員」である旨を伝えてください。
施　設　名 申　込　先 特典＆インフォメーション

VIPシティ
ホール

�県庁前・青山・寺尾・東新潟
新潟西・松浜・新津�
亀田（伊勢屋会館）・臨港�
豊栄・りゅうと・やすらぎ新津�
花徳会館

TEL.025（232）4999
� （新潟営業所）

●祭壇一式15万円�（市価30万円）
●燈籠他� 会員特別料金（10〜20％割引）
●式場利用� 会員特別料金（一部除く、〜50％）

花
と
果
物
の
関
本
商
店

新潟市内全域の式場に配達する場合（税別価格） 葬儀用供花15％引き葬儀用篭盛
10％引き新潟市内どこの葬儀会
場でも無料でお届け致します。
後ほど請求書と一緒に会場設置
写真をお送り致します。

枕花・胡蝶蘭など花と果物のこ
となら何でもご相談ください。
大好評！法事セット（本堂の花、
墓花、篭盛）もご用意しており
ます。（１万円→８千円）税別

営業時間９：00〜18：00

葬儀用供花１段通常15,000円を12,750円に

葬儀用供花２段通常20,000円を17,000円に

葬儀用供花DX2段通常25,000円を21,250円に

葬儀用果物篭盛通常15,000円を13,500円に

葬儀用果物篭盛通常20,000円を18,000円に

葬儀用果物篭盛通常30,000円を27,000円に スタンダード

DX

缶詰篭も取り扱っております。
新潟市中央区東中通1-86-15
☎ 025-222-2429　Fax 025-222-2439
年中無休　FAXは24時間対応

注：営業時間外のFAXは翌日対応になります。
※FAXには必ず確認のお電話を差し上げます。

果物篭及び生花スタンドは季節により内容が変わります。
予めご了承くださいませ。

広 告
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冠婚葬祭
結婚式場

▶利用資格　会員のみ

▶利用方法　フロントで会員証を提示し、直接ご相談ください。

施　設　名 所　在　地 特典＆インフォメーション

�新潟グランドホテル
�信濃川を望むロケーション
とおいしいお料理が特徴の
シティーホテルです。印象
的なチャペル挙式のほか新
潟大神宮での神社婚も可能
です。

新潟市中央区下大川前通
３-2230

TEL.
025（228）6115

●料理、飲物の５％割引（パックプランは除く）
●ご披露宴当日に、新郎新婦ご宿泊（朝食付）プレゼント
●ご披露宴列席者のご宿泊料金特別ご優待
●ご結婚１周年の記念日にフルコースディナーご招待
●�ご紹介カードによるハネムーン、ジュエリーなどの優
待、割引サービス
●四季の会自動入会（レストラン利用10％割引）
※他特典との重複利用はできません。

ハミングプラザビップ
〔VIP〕
心に残り、輝き続けるブラ
イダル、まごころ込めてお
手伝いさせていただきま
す。

新潟市中央区上所
２-11-33

TEL.
025（285）1143

●料理、飲物の５％割引
　（パッケージ商品は除く）
●ウエディングケーキ入刀料の無料サービス
●送迎バス、両家各１台無料サービス
※他特典との重複利用はできません。

新潟東映ホテル
�新潟駅から徒歩５分！遠方
ゲストも安心。
�心をこめた演出で輝きに満
ちた思い出づくりをお手伝
いいたします。

新潟市中央区弁天
２-１-６

TEL.
025（244）7101

●料理、飲物の５％割引
●ご披露宴の当日、新郎新婦のご宿泊ご招待（１泊２食付）
●ご列席のお客様のご宿泊料金ご優待
●ご結婚１周年の記念には、ディナーにご招待いたします。
●送迎用のマイクロバスを１台サービスいたします。

（30km以内）

ANAクラウンプラザ
ホテル新潟
�ホテルならではのきめ細か
なサービスで、おふたりの
ウエディングシーンをサ
ポートいたします。

新潟市中央区万代
５-11-20

TEL.
025（245）3334
（ダイヤルイン）

●料理、飲物の５％割引（パッケージ商品は除く）
●ご披露宴の当日、新郎・新婦のご宿泊ご招待（朝食付）
●ご披露宴に列席のお客様のご宿泊料金ご優待
●ハピネットクラブ自動入会（館内ご利用10％割引）
●ご結婚１周年記念にご宿泊＋ディナーご招待

万代シルバーホテル
�幸せの門出を迎えるお二人
にとって思い出に残る最良
の日となりますよう心をこ
めてお手伝いさせていただ
きます。

新潟市中央区万代
１-３-30

TEL.
025（243）3711

●料理、飲物の５％割引
●ご婚礼当日新郎新婦ご宿泊ご招待（朝食付）
●ご婚礼１周年記念ディナーご招待
●ご両家送迎バス各１台サービス（40名様以上）
●ご婚礼参列者ご宿泊ご優待

ホテルオークラ新潟
エレガントで大人かわいい
雰囲気のフレンチチャペ
ル。1500個ものスワロフ
スキーが輝く十字架や大理
石のバージンロードで憧れ
を叶えます。

新潟市中央区川端町
６-53

TEL.
025（224）6121

●料理、飲物の５％割引（税金・サービス料別）
●ご披露宴当日の新郎新婦１泊ご招待（朝食付）
●ご参列の方々の宿泊30％割引
●ご紹介カードによるハネムーン費用の割引
●ご試食の場合、お料理50％割引


