
13

宿
泊
・
旅
行

指定宿泊施設の割引

▶利用資格　会員と登録家族　▶利用回数　会員証提示で何回でも利用できます
▶利用方法　�⑴施設に「ニピイ会員で会員証提示割引を利用すること」を伝え、直接、宿泊の予約をしてください。

　宿泊補助を併用する場合は「指定保養施設利用補助券を使用すること」を伝えてください。

⑵宿泊施設でチェックイン時に会員証を提示してください。
＊予約は利用ガイドに掲載されている予約先へお願いします。
　旅行社を通した予約やインターネット割引予約等は会員証提示割引の対象外です。
＊一部、割引が受けられない時期や宿泊プランもありますので予約時にご確認ください。
＊キャンセル料等は宿泊施設の規定により別途お支払いください。
＊�精算方法・料金など、不明な点は予約時に確認し、宿泊施設から予約確認書を送っていただくことをおすすめします。

＊��ホテルチェーンなどは「ニピイ」という愛称が通じない場合がございます。�
その場合は「新潟市勤労者福祉サービスセンター」という団体名をお伝えください。

地　域 施　設　名 予約先電話番号 会員証提示割引

新 潟

新 潟 ANAクラウンプラザホテル新潟 025-245-3333 正規客室料金から５％割引

新 潟 ホテルオークラ新潟 025-224-6111 ルームチャージ20％割引

新 潟 ホテル日航新潟 025-240-1888 正規料金から20％割引

新 潟 ホテルターミナルイン
【宿泊助成使用不可】 025-245-1100 ルームチャージ10％割引

新 潟 ホテルターミナルアートイン
【宿泊助成使用不可】 025-246-7111 ルームチャージ10％割引

新 潟 新潟ターミナルホテル 
【宿泊助成使用不可】 025-241-7777 ルームチャージ10％割引

新 潟 蔵の宿　菱風荘 025-388-5314 １泊素泊り料金から300円割引

胎 内 ロイヤル胎内パークホテル 0254-48-2211 １泊２食付料金から５％割引

月岡温泉 白玉の湯　華鳳 0254-32-1515 １泊２食付料金から５％割引

月岡温泉 ホテル清風苑 0254-32-2000 １泊２食付料金から10％割引
（休前日５％割引）

咲花温泉 佐取館 0250-47-2211 １泊２食付料金から10％割引

咲花温泉 一水荘 0250-47-2231 平日のみ大人１名様毎、館内利用券2,000円分付
（１室大人２名以上10,000円（税別）以上ご利用の方）現金決済

岩室温泉 ほてる大橋　館の湯 0256-82-4126 １泊２食付料金から1,000円割引

瀬波温泉 瀬波ビューホテル 0254-53-3211 １泊２食付料金から５％割引

瀬波温泉 瀬波はまなす荘 0254-52-5291 １泊２食付料金から363円割引

長 岡 アクアーレ長岡 0258-47-5656 １泊２食付料金から300円割引

十日町市 あてま高原リゾート　ベルナティオ 025-758-4888 １泊２食付料金から4,600円～11,600円割引

南 魚 沼 舞子高原ホテル 025-783-3511 特別料金にてご案内

上 越 市 キューピットビレッジ 025-593-2041 １泊２食付料金から10％割引

高 柳 高柳じょんのび村
（じょんのび温泉萬歳楽） 0257-41-2222 １泊２食付料金から５％割引

津 南 ニュー･グリーンピア津南 025-765-4611 １泊２食付料金から10％割引
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地　域 施　設　名 予約先電話番号 会員証提示割引

長 野

斑尾高原 斑尾エルムペンション 0269-64-3505 １泊２食付料金から500円割引

斑尾高原 ペンション コットンハウス 0269-64-3159 １泊２食付料金から900円割引

斑尾高原 山遊びの宿 
ペンション グリーングラス 0269-64-3650 １泊２食付料金から10％割引

斑尾高原 ホテルタングラム 026-258-3511 正規料金から1,000円割引

飯 綱 町 ペンション ウイスキージャック 026-253-6722 １泊２食（２名１室）8,800円、 
１泊２食（シングルユース）9,900円

軽 井 沢 軽井沢ホテル ロンギングハウス 0267-42-7355 １泊２食付料金から10％割引

福 島 いわき市 スパリゾートハワイアンズ
【休館日はお問い合わせください】 0570-550-550

基本料金の宿泊10％割引 
日帰入場（税込）
大人3,220円、小人2,030円、３歳以上1,480円

栃 木 那 須 ペンション シャローム 0287-78-6555 １泊２食付料金900円割引

群 馬 水上温泉 源泉湯の宿 松乃井 0278-72-3200 １泊２食付料金から10％割引

ホテルユニゾ新橋 03-3591-3351
ホテルユニゾ渋谷� 03-5457-7557
ホテルユニゾ銀座一丁目� 03-3562-8212
ホテルユニゾ銀座七丁目� 03-5537-3489
ホテルユニゾ横浜駅西� 045-321-1070
ホテルユニゾ名古屋駅前� 052-589-2281
ホテルユニゾ京都四条烏丸� 075-241-4125
ホテルユニゾ大阪淀屋橋� 06-6203-2020
ホテルユニゾ大阪梅田� 06-6292-7686
ホテルユニゾ大阪心斎橋� 06-6121-8280
ホテルユニゾ福岡天神� 092-714-5445
ホテルユニゾ博多駅博多口� 092-433-6172
ユニゾイン札幌� 011-261-3489
ユニゾイン浅草� 03-5828-3351

ユニゾイン神田駅西� 03-5289-3489
ユニゾイン八丁堀� 03-5566-3489
ユニゾイン金沢百万石通り� 076-224-3489
ユニゾイン京都河原町四条� 075-252-3489
ユニゾイン新大阪� 06-6306-6830
ユニゾイン大阪北浜� 06-6206-0030
ユニゾイン神戸三宮� 078-230-0381
ユニゾイン名古屋栄� 052-962-2525
ユニゾイン広島駅前� 082-568-5056
ユニゾインエクスプレス函館駅前� 0138-24-3811
ユニゾインエクスプレス盛岡� 019-604-7311
ユニゾインエクスプレス金沢駅前� 076-222-5300
ユニゾインエクスプレス鹿児島天文館� 099-219-6200

割引率 会員証提示 �で 特別料金
予約先 各ホテルに直接ご連絡ください。

ユニゾホテルグループ
「おもてなし」と「しつらえ」
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指定宿泊施設の割引

▶利用資格 会員と登録家族　▶利用回数 会員証提示で何回でも利用できます
▶利用方法 ⑴施設に「ニピイ会員で会員証提示割引を利用すること」を伝え、直接、宿泊の予約をしてください。

　宿泊補助を併用する場合は「指定保養施設利用補助券を使用すること」を伝えてください。

⑵宿泊施設でチェックイン時に会員証を提示してください。
＊予約は利用ガイドに掲載されている予約先へお願いします。
　旅行社を通した予約やインターネット割引予約等は会員証提示割引の対象外です。
＊一部、割引が受けられない時期や宿泊プランもありますので予約時にご確認ください。
＊キャンセル料等は宿泊施設の規定により別途お支払いください。
＊�精算方法・料金など、不明な点は予約時に確認し、宿泊施設から予約確認書を送っていただくことをおすすめします。

＊�ホテルチェーンなどは「ニピイ」という愛称が通じない場合がございます。
その場合は「新潟市勤労者福祉サービスセンター」という団体名をお伝えください。

地　域 施　設　名 予約先電話番号 会員証提示割引

新 潟

新 潟 ANAクラウンプラザホテル新潟 025-245-3333 正規客室料金から５％割引

新 潟 ホテルオークラ新潟 025-224-6111 ルームチャージ20％割引

新 潟 ホテル日航新潟 025-240-1888 正規料金から20％割引

新 潟 ホテルターミナルイン
【宿泊助成使用不可】 025-245-1100 ルームチャージ10％割引

新 潟 ホテルターミナルアートイン
【宿泊助成使用不可】 025-246-7111 ルームチャージ10％割引

新 潟 新潟ターミナルホテル
【宿泊助成使用不可】 025-241-7777 ルームチャージ10％割引

新 潟 蔵の宿　菱風荘 025-388-5314 １泊素泊り料金から300円割引

胎 内 ロイヤル胎内パークホテル 0254-48-2211 １泊２食付料金から５％割引

月岡温泉 白玉の湯　華鳳 0254-32-1515 １泊２食付料金から５％割引

月岡温泉 ホテル清風苑 0254-32-2000 １泊２食付料金から10％割引
（休前日５％割引）

咲花温泉 佐取館 0250-47-2211 １泊２食付料金から10％割引

咲花温泉 一水荘 0250-47-2231 平日のみ大人１名様毎、館内利用券2,000円分付
（１室大人２名以上10,000円（税別）以上ご利用の方）現金決済

岩室温泉 ほてる大橋　館の湯 0256-82-4126 １泊２食付料金から1,000円割引

瀬波温泉 瀬波ビューホテル 0254-53-3211 １泊２食付料金から５％割引

瀬波温泉 瀬波はまなす荘 0254-52-5291 １泊２食付料金から363円割引

長 岡 アクアーレ長岡 0258-47-5656 １泊２食付料金から300円割引

十日町市 あてま高原リゾート　ベルナティオ 025-758-4888 １泊２食付料金から4,600円～11,600円割引

南 魚 沼 舞子高原ホテル 025-783-3511 特別料金にてご案内

上 越 市 キューピットビレッジ 025-593-2041 １泊２食付料金から10％割引

高 柳 高柳じょんのび村
（じょんのび温泉萬歳楽） 0257-41-2222 １泊２食付料金から５％割引

津 南 ニュー･グリーンピア津南 025-765-4611 １泊２食付料金から10％割引
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割引率 会員証提示 �で 優待料金　※�期間によって対象にならない場合もございますのでご確認ください。

予約先
プリンスホテル予約センター（9：30AM～8：00PM）　0120-33-8686
携帯からは0570-02-8686
プリンスホテルご優待プランは専用HPよりwww.princehotels.co.jp/keiyaku
パスワード　prkeiyaku

〈北海道〉
札幌プリンスホテル
富良野プリンスホテル
新富良野プリンスホテル
屈斜路プリンスホテル
釧路プリンスホテル
函館大沼プリンスホテル
〈東北〉
雫石プリンスホテル
十和田プリンスホテル
〈埼玉・横浜〉
川越プリンスホテル
新横浜プリンスホテル
ホテルシーパラダイスイン（横浜・八景島）

〈東京〉
ザ・プリンスパークタワー東京
東京プリンスホテル
ザ・プリンスさくらタワー東京
グランドプリンスホテル高輪
グランドプリンスホテル新高輪
品川プリンスホテル
新宿プリンスホテル
サンシャインシティプリンスホテル
東京ベイ潮見プリンスホテル
（2020年7月開業予定）
〈湘南・箱根〉
鎌倉プリンスホテル
大磯プリンスホテル

ザ・プリンス箱根芦ノ湖
箱根仙石原プリンスホテル
龍宮殿
箱根湯の花プリンスホテル
箱根園コテージ
〈群馬・新潟〉
嬬恋プリンスホテル
万座プリンスホテル
万座高原ホテル
苗場プリンスホテル
〈長野〉
志賀高原プリンスホテル
ザ・プリンス軽井沢
軽井沢プリンスホテル

軽井沢浅間プリンスホテル
〈伊豆・名古屋〉
下田プリンスホテル
三養荘
川奈ホテル
名古屋プリンスホテルスカイタワー
〈関西・広島〉
びわ湖大津プリンスホテル
グランドプリンスホテル京都
グランドプリンスホテル広島
ザ・ホテル青龍�京都清水
〈九州〉
日南海岸南郷プリンスホテル

割引率 会員証提示 �で 法人優待料金でご利用いただけます。

予約先
予約センター�0120-21-5489
予約専用HP　http//www.tokyuhotels.co.jp/biz/index.html
よりお得な時期もあります。
ログイン　法人会員番号　300200183　パスワード　ref109

〈北海道・東北〉
札幌エクセルホテル東急　
札幌東急ＲＥＩホテル
裏磐梯グランデコ東急ホテル
〈関　東〉
ザ・キャピトルホテル東急　
セルリアンタワー東急ホテル
横浜ベイホテル東急
東京ベイ東急ホテル
羽田エクセルホテル東急
渋谷エクセルホテル東急
渋谷ストリームエクセルホテル東急
二子玉川エクセルホテル東急
赤坂エクセルホテル東急
東京虎ノ門東急ＲＥＩホテル
渋谷東急ＲＥＩホテル
大森東急ＲＥＩホテル
吉祥寺東急ＲＥＩホテル

川崎キングスカイフロント東急ＲＥＩホテル
横浜東急ＲＥＩホテル
（2020年４月７日開業予定）
〈甲信越〉
長野東急ＲＥＩホテル　
上田東急ＲＥＩホテル　
蓼科東急ホテル　
白馬東急ホテル
富山エクセルホテル東急　
金沢東急ホテル
〈中部・近畿〉
伊豆今井浜東急ホテル　
下田東急ホテル　
富士山三島東急ホテル
（2020年６月30日開業予定）
名古屋東急ホテル　
名古屋栄東急ＲＥＩホテル　
大阪エクセルホテル東急

大阪東急ＲＥＩホテル　
新大阪江坂東急ＲＥＩホテル　
ザパークフロントホテルアットユニバーサル・スタジオ・ジャパン®
京都東急ホテル　
神戸三宮東急ＲＥＩホテル
神戸元町東急ＲＥＩホテル
〈中国・四国〉
松江エクセルホテル東急　
広島東急ＲＥＩホテル
高松東急ＲＥＩホテル
松山東急ＲＥＩホテル
〈九州・沖縄〉
博多エクセルホテル東急　
博多東急ＲＥＩホテル
熊本東急ＲＥＩホテル　
鹿児島東急ＲＥＩホテル　
那覇東急ＲＥＩホテル
宮古島東急ホテル＆リゾーツ

Ayame
取り消し線



16

宿
泊
・
旅
行

〈北海道・東北〉
いこいの湯宿いろは� 0136-58-3111
八幡平ハイツ� 0195-78-2121
〈関　東〉
いこいの村涸沼� 0291-37-1171
八ヶ岳ホテル風か� 0551-36-6414
おおとり荘� 055-948-1095

〈中部・近畿〉
呉羽ハイツ� 076-436-0191
いこいの村磯波風� 076-469-5770
いこいの村能登半島� 0767-32-3131
里山の休日�京都・烟河� 0771-26-2345
ニューサンピア姫路ゆめさき� 079-335-5551
南紀すさみ温泉ホテルベルヴェデーレ� 0739-55-3630

〈中国・四国〉
いこいの村しまね� 0855-95-1205
岡山いこいの村� 0869-25-0686
レスパール藤ヶ鳴� 086-294-1717
くらしき山陽ハイツ� 086-429-1111

割引率 会員証提示 �で１泊２食付利用の場合のみ室料の10％割引（年末年始、企画商品を除く）

予約先 各ハイツ&いこいの村に直接ご連絡ください。　〔HPアドレス〕http://www.kinrou.or.jp

〈東北〉
一関　いわき
〈関東・甲信越〉
大洗　潮来　塩原　栃木喜連川温泉
寄居　旭　鴨川　青梅　石和　

〈東海・北陸〉
福井　熱海（本館）　熱海（別館）　
伊豆高原　焼津　知多美浜　恵那　
鳥羽
〈近畿〉
彦根　富田林　大和平群　奈良　

紀伊田辺　有馬　赤穂　淡路島
〈中国・四国〉
かんぽの郷庄原　光　観音寺　伊野
〈九州〉
北九州　柳川　日田　阿蘇

割引率
会員証提示  で 500円割引（同伴者３名まで）

※割引除外日や割引対象外プランがございます。詳しくは各宿までお問い合わせください。
※他社サイトからのご予約は割引対象外です。
※他の割引との併用はできません。

予約先 各宿に電話またはインターネットでお申込みください。インターネットでのご予約の際は、ご連絡事項欄に会員である旨をご記入ください。

レンタカーの割引

▶利用資格 会員と登録家族
▶利用方法　�ご利用の際、「会員証」を提示してください。
トヨタレンタリース新潟各店舗

店 舗 名 電　　話 店 舗 名 電　　話 店 舗 名 電　　話

万 代 店 025（243）0100 新潟駅南口店 025（245）0100 竹尾インター店 025（275）0700

新 潟 空 港 店 025（270）0100 女池インター店 025（285）0100 青 山 店 025（265）0100

新潟亀田インター店 025（382）0165 新 津 店 0250（23）0500

▶割引内容
　定価の20％割引（P0・PI・HVI・VI・TI・WIクラスを除く）
　＊�料金は上記の営業所へ「ニピイの会員」である旨を申し出てお問い合わせください。
　※特別装備料金は割引対象外
▶その他
　�県内店舗間乗り捨て無料。（佐渡店は除く）

※工事のため休館となるお宿がございます。詳しくは予約先にてご確認ください。
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割引率 会員証提示 で 優待料金 ※�期間によって対象にならない場合もございますのでご確認ください。

予約先
プリンスホテル予約センター（9：30AM～8：00PM） 0120-33-8686
携帯からは0570-02-8686
プリンスホテルご優待プランは専用HPよりwww.princehotels.co.jp/keiyaku
パスワード　prkeiyaku

〈北海道〉
札幌プリンスホテル
富良野プリンスホテル
新富良野プリンスホテル
屈斜路プリンスホテル
釧路プリンスホテル
函館大沼プリンスホテル
〈東北〉
雫石プリンスホテル
十和田プリンスホテル
〈埼玉・横浜〉
川越プリンスホテル
新横浜プリンスホテル
ホテルシーパラダイスイン（横浜・八景島）

〈東京〉
ザ・プリンスパークタワー東京
東京プリンスホテル
ザ・プリンスさくらタワー東京
グランドプリンスホテル高輪
グランドプリンスホテル新高輪
品川プリンスホテル
新宿プリンスホテル
サンシャインシティプリンスホテル
東京ベイ潮見プリンスホテル
（2020年7月開業予定）
〈湘南・箱根〉
鎌倉プリンスホテル
大磯プリンスホテル

ザ・プリンス箱根芦ノ湖
箱根仙石原プリンスホテル
龍宮殿
箱根湯の花プリンスホテル
箱根園コテージ
〈群馬・新潟〉
嬬恋プリンスホテル
万座プリンスホテル
万座高原ホテル
苗場プリンスホテル
〈長野〉
志賀高原プリンスホテル
ザ・プリンス軽井沢
軽井沢プリンスホテル

軽井沢浅間プリンスホテル
〈伊豆・名古屋〉
下田プリンスホテル
三養荘
川奈ホテル
名古屋プリンスホテルスカイタワー
〈関西・広島〉
びわ湖大津プリンスホテル
グランドプリンスホテル京都
グランドプリンスホテル広島
ザ・ホテル青龍�京都清水
〈九州〉
日南海岸南郷プリンスホテル

割引率 会員証提示 �で 法人優待料金でご利用いただけます。

予約先
予約センター�0120-21-5489
予約専用HP　http//www.tokyuhotels.co.jp/biz/index.html
よりお得な時期もあります。
ログイン　法人会員番号　300200183　パスワード　ref109

〈北海道・東北〉
札幌エクセルホテル東急　
札幌東急ＲＥＩホテル
裏磐梯グランデコ東急ホテル
〈関　東〉
ザ・キャピトルホテル東急　
セルリアンタワー東急ホテル　
横浜ベイホテル東急
東京ベイ東急ホテル
羽田エクセルホテル東急
渋谷エクセルホテル東急　
渋谷ストリームエクセルホテル東急
二子玉川エクセルホテル東急
赤坂エクセルホテル東急　
東京虎ノ門東急ＲＥＩホテル　
渋谷東急ＲＥＩホテル　
大森東急ＲＥＩホテル　
吉祥寺東急ＲＥＩホテル　

川崎キングスカイフロント東急ＲＥＩホテル
横浜東急ＲＥＩホテル
（2020年４月７日開業予定）
〈甲信越〉
長野東急ＲＥＩホテル　
上田東急ＲＥＩホテル　
蓼科東急ホテル　
白馬東急ホテル
富山エクセルホテル東急　
金沢東急ホテル
〈中部・近畿〉
伊豆今井浜東急ホテル　
下田東急ホテル　
富士山三島東急ホテル
（2020年６月30日開業予定）
名古屋東急ホテル　
名古屋栄東急ＲＥＩホテル　
大阪エクセルホテル東急

大阪東急ＲＥＩホテル　
新大阪江坂東急ＲＥＩホテル　
ザパークフロントホテルアットユニバーサル・スタジオ・ジャパン®
京都東急ホテル　
神戸三宮東急ＲＥＩホテル
神戸元町東急ＲＥＩホテル
〈中国・四国〉
松江エクセルホテル東急　
広島東急ＲＥＩホテル
高松東急ＲＥＩホテル
松山東急ＲＥＩホテル
〈九州・沖縄〉
博多エクセルホテル東急　
博多東急ＲＥＩホテル
熊本東急ＲＥＩホテル　
鹿児島東急ＲＥＩホテル　
那覇東急ＲＥＩホテル
宮古島東急ホテル＆リゾーツ

提携解除

提携解除

Administrator
取り消し線

Administrator
取り消し線




