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ゴルフ練習場

▶利用資格　会員のみ　　▶利用回数　何回でも利用できます
▶利用方法　フロントに会員証を提示のうえご利用ください

施　設　名
会員料金（　）内は一般料金

備　　考
入場料 そ　の　他

日生ゴルフガーデン
新潟市西区槙尾127
TEL.025(261)1010

無料
（300円）

■貸ボール
１球　平日6.4円（８円）
　土日祝 【AM６:00～AM12:00】6.4円（８円）
　　　　 【AM12:00～PM11:00】８円（10円）
■プリペイドカード
　一般料金の20％割引
■２階打席打ち放題（冬期はお休み）
　平日1,200円　休日1,500円

●プリペイドカードでの支払い。
● プリペイドカードは「会員証」をフロントに

提示し、購入してください。
※		「会員証」の提示がない場合は一般料金とな
ります。
※		自動販売機にて一般料金で購入しても、返金
できません。

ニイガタジャンボゴルフ
新潟市江南区横越上町５-２-１
TEL.025(385)4500

100円

■貸ボール　１球平日７円（９円）
　　　　　　土日祝８円（10円）
■プリペイドカード
　使用後プリペイドカードの交換
　５千円券と１万円券の組み合わせ自由！
　５万円分→５千円券進呈
　８万円分→１万円券進呈

●プリペイドカードでの支払い。
● プリペイドカード購入後、同カードと「会員

証」をフロントに提示してください。
● フロント営業時間（全日12:00～17:00）外

は一般料金と同じです。

レジャー・文化施設

▶利用資格　会員と登録家族
▶利用方法　ニピイ会員証をご提示のうえご利用ください。利用条件は各施設欄でご確認ください。

施　設　名 区　分
会員家族料金 一般料金

営業時間・休館日等
大　人 小　人 大　人 小　人

新潟市アイスアリーナ
新潟市中央区鐘木257-17
TEL.025（288）1234

1回券 1,200円

シニア・
小中高生
800円 1,500円

1,000円 10:00～18:00（夏期の平日を除く）
会員と、同伴の家族4名まで適用。
高校生以下のご利用は、会員（保護者）との同行をお願
いします。未就学児

400円 500円

グランドボウル黒埼
新潟市西区山田458
TEL.025(377)4141

貸靴料 無料 300円
■月～土10:00～深夜１:00
■日・祝日９:00～深夜１:00
会員証ご提示で、４名様まで適用。
大会・ご予約でのご利用はできません。

ジャンボドーム
新潟市江南区横越上町５-２-１
TEL.025(383)2150

プリペイド
カード

1,000円以上のプリカお買い求め
て１回券プレゼント

■平日10:00～23:00
■土・日・祝日９:00～23:00
 会員証をご提示のうえ、フロントにてお買い求めください。

新潟ドーム
スラッガーズパーク
新潟市西区小新南２-８-37
TEL.025(201)5363

1,000円券 900円（４回） 1,000円 ■平日11:00～22:00
■土・日・祝10:00～22:00
会員証をご提示のうえ、フロントにてお買い求めください。
※ プリペイドカード販売機にてご購入された場合は割引

対象外とさせていただきます。
他の割引サービスとの併用は出来ません

2,000円券 1,800円（９回） 2,000円

3,000円券 2,700円（15回） 3,000円

新潟市美術館
新潟市中央区西大畑町5191-９
TEL.025(223)1622

コレクション展
観覧料

※ 企画展は
別料金

160円

大・高
110円

200円

大・高
150円

9:30～18:00
(観覧券の販売は閉館30分前まで)
※閉館時間は臨時に変更する場合があります
休館日…年末年始、月曜日
※ 祝日または振替休日の場合はその翌日
※ その他展示替えなどの臨時休館があります。
※ 小中学生は土曜・日曜・祝日の観覧は無料

中・小
70円

中・小
100円

燕喜館
新潟市中央区一番堀通町１番地２
白山公園内
TEL.025(224)6081

呈茶料
※入館無料 200円 400円

■開館時間９:00～17:00
　 （ただし利用されている部屋は入室できません）
■呈茶時間10:00～16:00
※利用時に受付で備えつけの利用簿に所定の事項を記入してください
休館日…毎月第１・３月曜日（祝日に当たる場合はその翌日）
　　　　年末年始（12月29日～１月３日）
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施　設　名 区　分
会員家族料金 一般料金

営業時間・休館日等
大　人 小　人 大　人 小　人

新潟市歴史博物館
みなとぴあ
新潟市中央区柳島町２-10
TEL.025(225)6111

常設展示
観覧料

※ 企画展示
観覧料は、
通常料金
の２割引

240円

大・高
160円

300円

大・高
200円

■４月～９月 ９:30～18:00
■10月～３月 ９:30～17:00

（観覧券の販売は閉館30分前まで）
休館日…月曜日（休日の場合、翌日）
　　　　祝日の翌日（土・日の場合は火曜）
　　　　年末年始（12/28～1/3）など
※ 小中学生は土曜・日曜・祝日の観覧は無料

中・小
80円

中・小
100円

北前船の時代館	新潟市文化財
旧小澤家住宅
新潟市中央区上大川前通12-2733
TEL.025(222)0300

入館料 160円
中・小
80円

土日祝
無料

200円
中・小
100円
土日祝
無料

9:30～17:00
休館日…月曜日(祝日の場合は翌日)
　　　　年末年始ほか臨時休館あり

新潟市新津美術館
新潟市秋葉区蒲ヶ沢109-1
花と遺跡のふるさと公園内

（新潟県立植物園となり）
TEL.0250-25-1300

観覧料
観覧料の20％引（中学生以下無料）
※ 観覧料は展覧会ごとに異なりま

す。詳しくはお問合せください。

10:00～17:00
（観覧券販売は16:30まで）
休館日… 月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始
その他展示替えなどにより臨時休館があります。

新潟市新津鉄道資料館
新潟市秋葉区新津東町2-5-6
TEL.0250（24）5700

観覧料

会員と同伴の登録家族あわせて３名まで
小･中学生は土日祝日の入館が無料 ９:30～17:00

（最終入館16:30）
休館日…火曜日（祝日の場合は翌日）、
　　　　年末年始（12/28～1/3）など240円

大・高
160円 300円

大・高
200円

中・小
80円

中・小
100円

蕗谷虹児記念館
新発田市中央町４-11-７
TEL.0254（23）1013

入館料 410円 割引
なし 510円

高校
210円
小・中
110円

９:00～17:00
（入館は16:30）
休館日…月曜日（祝日の場合翌日）
　　　　年末年始（12/29～１/３）

旧県知事公舎記念館
新発田市五十公野4926番地
TEL.0254（23）2525

入館料 160円 無料 210円 無料
９:00～16:30
休館日…月曜日（祝日の場合翌日）
　　　　年末年始（12/29～１/３）

市島邸
新発田市天王1563番地
TEL.0254（32）2555

入館料 550円 小・中
260円 620円 小・中

310円

■４月１日～11月30日 ９:00～17:00（入館は16:30）
■12月１日～３月31日 ９:00～16:30（入館は16:00）
休館日…水曜日（祝日の場合翌日）
　　　　年末年始（12/29～１/３）

刀剣伝承館・天田昭次記念館
新発田市月岡温泉827番地
TEL.0254（32）1121

入館料 310円 小・中
110円 360円 小・中

160円
９:00～17:00（入館は16:30）
休館日…火曜日（祝日の場合翌日）
　　　　年末年始（12/29～１/３）

サントピアワールド
阿賀野市久保１-１
TEL.0250(68)3450

入園料 880円 480円 1,100円 600円
■土・日・祝・夏休み・ＧＷ ９:00～17:00
■上記以外の平日および３月・11月 10:00～16:00
開園期間・休園日はＨＰをご覧ください

阿賀野川ライン舟下り
阿賀町石間

（阿賀の里楽市じぱんぐ）
TEL.0254(99)2121

乗船料 1,800円 900円 2,000円 1,000円
９:00～15:00
１時間おきに出航（所要時間40分）※予約必要
※ 周遊40分コース（阿賀の里発～阿賀の里着）
天候その他の理由で欠航する場合があります。

寺泊水族博物館
長岡市寺泊花立9353番地158
TEL.0258（75）4936

入館料 500円
中300円
小250円
3歳以上
150円

700円
中450円
小350円
3歳以上
200円

9:00～17:00（入館は16：30）
休館日…不定休
詳しくはＨＰをご覧ください。

長岡市郷土史料館
長岡市御山町80番地24
TEL.0258（35）0185

入館料 230円
高校

150円
中・小
110円

300円
高校

200円
中・小
150円

9:00～17:00（入館は16：30）
休館日…  月曜日（祝日の場合、翌日）、祝日の翌日（但し、

土・日は開館）
　　　　年末年始（12/28～1/４）

三島郷土資料館
長岡市上岩井1260番地1
TEL.0258（42）2222

入館料 250円 中・小
100円 300円 中・小

150円
9:00～16:30
休館日…月曜日、年末年始（12/28～１/４）

小国民俗資料館
長岡市小国町新町185番地
TEL.0258（41）9530

入館料 50円 中・小
25円 100円 中・小

50円
9:30～16:30
休館日…月曜日、12/１～３/31

与板歴史民俗資料館
（兼続お船ミュージアム）
長岡市与板町与板乙4356番地
TEL.0258（72）2021

入館料 250円 中・小
100円 300円 中・小

150円
9:00～17:00
休館日…月曜日、年末年始（12/28～１/４）

重要文化財旧長谷川家住宅
長岡市塚野山773番地1
TEL.0258（94）2518

入館料 360円 中・小
150円 420円 中・小

210円
9:00～16:30
休館日…12/１～３/31
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ゴルフ練習場

▶利用資格　会員のみ　　▶利用回数　何回でも利用できます
▶利用方法　フロントに会員証を提示のうえご利用ください

施　設　名
会員料金（　）内は一般料金

備　　考
入場料 そ　の　他

日生ゴルフガーデン
新潟市西区槙尾127
TEL.025(261)1010

無料
（300円）

■貸ボール
１球　平日6.4円（８円）
　土日祝 【AM６:00～AM12:00】6.4円（８円）
　　　　 【AM12:00～PM11:00】８円（10円）
■プリペイドカード
　一般料金の20％割引
■２階打席打ち放題（冬期はお休み）
　平日1,200円　休日1,500円

●プリペイドカードでの支払い。
● プリペイドカードは「会員証」をフロントに

提示し、購入してください。
※		「会員証」の提示がない場合は一般料金とな
ります。

※		自動販売機にて一般料金で購入しても、返金
できません。

ニイガタジャンボゴルフ
新潟市江南区横越上町５-２-１
TEL.025(385)4500

100円

■貸ボール　１球平日７円（９円）
　　　　　　土日祝８円（10円）
■プリペイドカード
　使用後プリペイドカードの交換
　５千円券と１万円券の組み合わせ自由！
　５万円分→５千円券進呈
　８万円分→１万円券進呈

●プリペイドカードでの支払い。
● プリペイドカード購入後、同カードと「会員

証」をフロントに提示してください。
● フロント営業時間（全日12:00～17:00）外

は一般料金と同じです。

レジャー・文化施設

▶利用資格　会員と登録家族
▶利用方法　ニピイ会員証をご提示のうえご利用ください。利用条件は各施設欄でご確認ください。

施　設　名 区　分
会員家族料金 一般料金

営業時間・休館日等
大　人 小　人 大　人 小　人

新潟市アイスアリーナ
新潟市中央区鐘木257-17
TEL.025（288）1234

1回券 1,200円

シニア・
小中高生
800円 1,500円

1,000円 10:00～18:00（夏期の平日を除く）
会員と、同伴の家族4名まで適用。
高校生以下のご利用は、会員（保護者）との同行をお願
いします。未就学児

400円 500円

グランドボウル黒埼
新潟市西区山田458
TEL.025(377)4141

貸靴料 無料 300円
■月～土10:00～深夜１:00
■日・祝日９:00～深夜１:00
会員証ご提示で、４名様まで適用。
大会・ご予約でのご利用はできません。

ジャンボドーム
新潟市江南区横越上町５-２-１
TEL.025(383)2150

プリペイド
カード

1,000円以上のプリカお買い求め
て１回券プレゼント

■平日10:00～23:00
■土・日・祝日９:00～23:00
 会員証をご提示のうえ、フロントにてお買い求めください。

新潟ドーム
スラッガーズパーク
新潟市西区小新南２-８-37
TEL.025(201)5363

1,000円券 900円（４回） 1,000円 ■平日11:00～22:00
■土・日・祝10:00～22:00
会員証をご提示のうえ、フロントにてお買い求めください。
※ プリペイドカード販売機にてご購入された場合は割引

対象外とさせていただきます。
他の割引サービスとの併用は出来ません

2,000円券 1,800円（９回） 2,000円

3,000円券 2,700円（15回） 3,000円

新潟市美術館
新潟市中央区西大畑町5191-９
TEL.025(223)1622

コレクション展
観覧料

※ 企画展は
別料金

160円

大・高
110円

200円

大・高
150円

9:30～18:00
(観覧券の販売は閉館30分前まで)
※閉館時間は臨時に変更する場合があります
休館日…年末年始、月曜日
※ 祝日または振替休日の場合はその翌日
※ その他展示替えなどの臨時休館があります。
※ 小中学生は土曜・日曜・祝日の観覧は無料

中・小
70円

中・小
100円

燕喜館
新潟市中央区一番堀通町１番地２
白山公園内
TEL.025(224)6081

呈茶料
※入館無料 200円 400円

■開館時間９:00～17:00
　 （ただし利用されている部屋は入室できません）
■呈茶時間10:00～16:00
※利用時に受付で備えつけの利用簿に所定の事項を記入してください
休館日…毎月第１・３月曜日（祝日に当たる場合はその翌日）
　　　　年末年始（12月29日～１月３日）
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施　設　名 区　分
会員家族料金 一般料金

営業時間・休館日等
大　人 小　人 大　人 小　人

馬高縄文館
長岡市関原町1丁目3060番地1
TEL.0258（46）0601

入館料 150円 高校生 
以下無料 200円 高校生

以下無料
9:00～17:00（入館は16：30）
休館日…月曜日（祝日の場合、翌日）
　　　　年末年始（12/28～１/４）

栃尾美術館
長岡市上の原町1番13号
TEL.0258（53）6300

入館料 150円
高校

100円
中・小
50円

200円
高校

150円
中・小
100円

9:00～17:00（入館は16：30）
休館日…月曜日（祝日の場合、翌日）
　　　　年末年始（12/28～１/３）
＊企画展は別途料金

長岡市トキと自然の学習館
「トキみ～て」
長岡市寺泊夏戸2829
TEL.0258(75)3201

観覧料 50円
中学生
以下
無料

100円
中学生
以下
無料

9:00～17:00
(最終入館16:30)
休館日…月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始

佐渡歴史伝説館
佐渡市真野655
TEL.0259(55)2525

入館料 720円 360円 800円 400円

■４月１日～11月30日 ８:30～17:00
■12月１日～３月31日 ９:00～16:30
休館日…なし
順徳天皇・日蓮・世阿弥など、佐渡にゆかりある人物の
歴史や伝説をリアルに再現！
楽しさいっぱいの面白ミュージアム！

野生の王国
群馬サファリパーク
群馬県富岡市岡本１
TEL.0274(64)2111

入園料 2,400円 1,100円 2,700円 1,400円

入園受付時間
■３／１～10／31　９:30～16:00（17:00閉園）
■11／1～２／末日　９:30～15:30（16:30閉園）
休園日…水曜日（但し指定日を除く）
※季節その他の事情により変更する場合もあります。

那須りんどう湖
レイクビュー
栃木県那須郡那須町高久丙414-２
TEL.0287(76)3111

入園料 1,400円 700円 1,600円 800円
休園日　不定休
冬期期間（12月～３月）は入園料の変更、乗物運休の可能
性があります。（お問い合わせください）

弥彦パノラマタワー
弥彦山　ロープウェイ

パノラマ
タワー
利用料金

会員とその登録家族
５名まで
通常料金の20％割引

650円 350円 パノラマタワー ■４月～11月 ９:00～16:50
　　　　　　　 ■12月～３月 休業
ロープウェイ　 ■４月～11月 ８:45～17:00
　　　　　　　 ■冬期間（12月～３月上旬） ９:00～16:10
※ 天候により営業時間を変更する場合があります。
※ 冬期間ロープウェイ点検整備の為運休有り

西蒲原郡弥彦村弥彦2898
TEL.0256-94-4141

ロープ
ウェイ

利用料金

会員とその登録家族
５名まで
通常料金の10％割引

往復
1,500円

片道
800円

往復
750円
片道

400円


