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指定店割引
▶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。
サービスの内容、利用条件等は各店舗欄でご確認くだ
さい。

ANAクラウンプラザホテル新潟

新潟市中央区万代5-11-20
TEL 025（245）3336
営 6:00〜22:00　休 無休
☆他、利用店舗☆
和食ダイニング「蔵」　中国料理「天壇」
スカイバー「リオンドール」

「オールデイダイニングシーズンカフェ」
「Smart＆Casual」をテーマに落ち着いた雰
囲気とグレード感のあるインテリア、専属
シェフによるクッキングパフォーマンスを充
実させたブッフェレストランです。

飲食料10％割引

飲 食

万代シルバーホテル直営レストラン

ホテル日航新潟

飲 食

飲 食

飲食料５％割引

飲食料10％割引

レストラン「レスティーニ」　ステーキハウス「あづま」飲 食

市内を一望できるスカイラウンジで、
ゆっくりとお過ごしください。本格
派のステーキハウス、軽食からディ
ナーまでみがきぬかれたシェフのメ
ニューを堪能してください。
新潟市中央区弁天2-1-6 新潟東映ホテル９F
TEL 025（244）7101
営 レストラン「レスティーニ」
　（朝）7:00〜9:30LO
（昼）11:30〜14:00LO
　　　土日祝11:30〜14:30LO
　（夜）月〜木17:00〜20:00LO/ナイトメニュー21:30LO
　　　金･土17:00〜20:00LO/ナイトメニュー22:00LO
　　　日･祝17:00〜20:00LO/ナイトメニュー20:30LO
ステーキハウス「あづま」
　（昼）11:30〜14:00LO
　　　土日祝11:30〜14:30LO
　（夜）17:00〜20:30LO

新潟市中央区万代島5-1
ホテル日航新潟内

営 洋食料理「セリーナ」TEL025（240）1928
　（朝）7:00〜9:30
　（昼）11:30〜14:00
　（夜）17:30〜21:00
　中国料理「桃李」TEL025（240）1941
　（昼）11:30〜14:00
　（夜）17:30〜21:00
　ライブラリーラウンジ「ファウンテン」
　9:30〜22:00TEL025（240）1928

飲食料10％割引
（ディナータイムのみ 特別企画商品除外）

ホテルオークラ新潟 LB階（２階）つばき飲 食

新潟市中央区川端町6-53
TEL 025（224）6167（直通）
営 11：30〜14：00
休 無休

※お席に限りがございます。
ご予約をおすすめいたします。

一流シェフの味をバイキング形式
でお気軽にお楽しみ下さい。
サラダ、前菜、お魚・お肉料理、パ
ティシエ特製デザート他月替わり
で常時20種類以上ご用意いたし
ております。

ランチバイキング５％割引

ホテルグローバルビュー新潟「DINING EDIT ECHIGO」飲 食

新潟市中央区弁天1-2-4
TEL 025（245）8770
営 ランチタイム11:30〜14:30
（14:00L.O）
休 無休
P 提携駐車場2,000円以上のご
利用で1時間無料

飲食料10％割引
（企画商品･割引の重複は適用除外）

和食・洋食・中華、
３つのおいしいレ
ストラン
４階 「ダンスィン
グドール」 ステー
キがおすすめのバ
ラエティに富んだ

西洋料理レストラン。
３階 「柳江苑」 お馴染みの中国料理の定
番から絶品フカヒレ料理まで各種取り揃
え。
３階 「銀鈴」 新潟の四季を味わえる和食
と地酒をご用意、掘りごたつ風のお席も
ご用意。

新潟市中央区万代1-3-30 
万代シルバーホテル内

代表TEL 025（243）3711
営【洋食】ダンスィングドール　

朝食7:00〜10:00
昼食11:00〜14:30
夕食17:30〜21:00

【中華】柳江苑　昼食11:30〜14:30
夕食17:30〜21:30

【和食】銀鈴　　昼食11:30〜14:30
夕食17:30〜21:30

日・祝は営業時間が異なります。
休 無休　 P 契約有（利用額に応じて）

お店のPRに！指定店募集中

　指定店とは、ニピイ会員証提示で割引やサービス
を受けられる店舗です。
ニピイでは、会員と登録家族にサービスをご提供

いただけるお店を募集しています。
　指定店にご協力いただきますと、ニピイニュース･利
用ガイドブック･ホームページで割引内容をご紹介
します（掲載無料）
　詳細はニピイ事務局まで。お電話、メール、紹介
カード（76ページ）でお問い合わせください。
ニピイ事務局TEL025-201-6113
E-mail：nipy@nipy.jp

新潟駅前が一望できる大きな窓と
地中海風の店内。四季を感じなが
らホテルメイドの豪華なランチで
楽しいひとときを。
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村さ来飲 食

　新大前店 025（261）1243
　デッキイ401店 025（285）7786
　黒埼店 025（377）7821

　新津店 0250（24）8423
　青山店 025（266）4409

※但し、現金精算のみ。
※ランチは除く。
※他の割引券との併用はできま
せん。
※宴会コースでのご予約でもご利
用できます。

ご家族、同僚、ご友人でゆっくり
できる店内とお手頃の値段で、
スタッフ一同、皆様のご来店を
心よりお待ちしております。

飲食料10％割引
（最大割引3,000円）

中華 新々軒飲 食

新潟市東区松浜町3710
新潟空港内3F飲食店街内
TEL 025（275）3451

営業時間　11：00〜18：30
メニュー
ピリ辛みそ 780円
黒ゴマ坦々麺 820円
半チャンセット 730円
ウシ君セット 950円

飲食料10％割引
（他割引との併用不可）

バターフィールド飲 食

やさい茶屋
新潟市中央区清五郎123
025（287）3150

イオン青山店
新潟市西区青山2-5-1
025（231）8150

CoCoLo長岡店
長岡市城内町1-611-1
0258（39）5155

ホームページhttp://www.butterfields.jp

地元契約農家の安全＆安心な健康野菜をふんだんに用いたお料理をご
堪能ください。

飲食料10％割引
（他の割引券等との併用は不可）

はり糸飲 食

新潟市中央区古町通5-618
TEL 025（228）4471
営 9:30〜18:30　休 無休

明治６年の創業以来、カステラを
中心とした菓子づくり一筋のはり
糸でございます。
併設した工場で作られる「出来たての
味」をお楽しみ下さいませ。

お菓子代５％割引
（現金購入時）

富寿し飲 食

旬の魚を、ランチでもテイクアウトでもお楽しみいただけます。お買い物の行き帰りに、
ハレの日のごちそうにもご利用いただけます。

飲食料10％割引
一部除外あり、他の割引との併用不可

富寿し　新潟駅前店 新潟市中央区東大通１−２−５　クオリスビル１Ｆ
025-242-1212

富寿し　新潟万代店 新潟市中央区万代１−３−１　万代シネモール７Ｆ
025-246-7878

立ち喰い富寿し
新潟万代店

新潟市中央区万代１−３−１　万代シネモール１Ｆ
025-278-8844

富寿し
新潟南店

新潟市江南区下早通柳田１−１−１（イオン新潟南１Ｆ）
025-383-5650

海鮮丼富寿し 新潟市江南区下早通柳田１−１−１（イオン新潟南３Ｆ）
025-256-8570

富寿し膳（Zen） 新潟市中央区川端町６−53ホテルオークラ３Ｆ
025-224-6361

四川飯店飲 食

村上市瀬波温泉2丁目2番25号　湯元龍泉内
TEL 0254（52）0311

※宴会コースはご利用できません。
※特別企画は除く。他の割引との
併用不可。
※日・祝日を除く

日替りデザートサービス（５名まで）

村上

丸屋本店飲 食

新潟市中央区古町十字路
TEL 025（229）3335
営 9:30〜20:00　日曜日9:30〜19:00
休 元旦のみ

越後のくにから。
童心菓匠　丸屋本店は明治11年創業。
越後の地で140年余、お菓子づくりに
越後の風土を映し、四季を伝えてまい
りました。越後で穫れる豊かな恵みを
素材に、伝統の技術をかさね、美味し
いお菓子を創りたいと願っています。

※割引対象店：古町本店

現金で購入の場合10％割引
（一部指定商品を除く）

ステーキハウス うすい牧場飲 食

新潟市中央区南長潟15-5
TEL 025（287）2621
営 11:00〜15:00／17:00〜22:00
休 水曜

うすい牧場では、厳選された柔らかく
て旨味のあるおいしい牛肉をご提供
しています。
ご家族やご友人と語らいながら、楽し
いひとときを過ごすのに、是非、ご利
用ください。

飲食料10％割引
（特別企画は除く、他の割引との併用不可）
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指定店割引
▶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。
サービスの内容、利用条件等は各店舗欄でご確認くだ
さい。

ANAクラウンプラザホテル新潟

新潟市中央区万代5-11-20
TEL 025（245）3336
営 6:00〜22:00　休 無休
☆他、利用店舗☆
和食ダイニング「蔵」　中国料理「天壇」
スカイバー「リオンドール」

「オールデイダイニングシーズンカフェ」
「Smart＆Casual」をテーマに落ち着いた雰
囲気とグレード感のあるインテリア、専属
シェフによるクッキングパフォーマンスを充
実させたブッフェレストランです。

飲食料10％割引

飲 食

万代シルバーホテル直営レストラン

ホテル日航新潟

飲 食

飲 食

飲食料５％割引

飲食料10％割引

レストラン「レスティーニ」 ステーキハウス「あづま」飲 食

市内を一望できるスカイラウンジで、
ゆっくりとお過ごしください。本格
派のステーキハウス、軽食からディ
ナーまでみがきぬかれたシェフのメ
ニューを堪能してください。
新潟市中央区弁天2-1-6 新潟東映ホテル９F
TEL 025（244）7101
営 レストラン「レスティーニ」
（朝）7:00〜9:30LO
（昼）11:30〜14:00LO
　　　土日祝11:30〜14:30LO
（夜）月〜木17:00〜20:00LO/ナイトメニュー21:30LO

金･土17:00〜20:00LO/ナイトメニュー22:00LO
日･祝17:00〜20:00LO/ナイトメニュー20:30LO

ステーキハウス「あづま」
（昼）11:30〜14:00LO
　　　土日祝11:30〜14:30LO
（夜）17:00〜20:30LO

新潟市中央区万代島5-1
ホテル日航新潟内

営 洋食料理「セリーナ」TEL025（240）1928
（朝）7:00〜9:30
（昼）11:30〜14:00
（夜）17:30〜21:00
中国料理「桃李」TEL025（240）1941
（昼）11:30〜14:00
（夜）17:30〜21:00
ライブラリーラウンジ「ファウンテン」

　9:30〜22:00TEL025（240）1928

飲食料10％割引
（ディナータイムのみ 特別企画商品除外）

ホテルオークラ新潟 LB階（２階）つばき飲 食

新潟市中央区川端町6-53
TEL 025（224）6167（直通）
営 11：30〜14：00
休 無休

※お席に限りがございます。
ご予約をおすすめいたします。

一流シェフの味をバイキング形式
でお気軽にお楽しみ下さい。
サラダ、前菜、お魚・お肉料理、パ
ティシエ特製デザート他月替わり
で常時20種類以上ご用意いたし
ております。

ランチバイキング５％割引

ラマダホテル新潟「エルドラド」飲 食

新潟市中央区弁天1-2-4
TEL 025（245）8770
営 ランチタイム11:30〜14:30
（14:00L.O）
休 無休
P 提携駐車場2,000円以上のご
利用で1時間無料

飲食料10％割引
（企画商品･割引の重複は適用除外）

和食・洋食・中華、
３つのおいしいレ
ストラン
４階 「ダンスィン
グドール」 ステー
キがおすすめのバ
ラエティに富んだ

西洋料理レストラン。
３階 「柳江苑」 お馴染みの中国料理の定
番から絶品フカヒレ料理まで各種取り揃
え。
３階 「銀鈴」 新潟の四季を味わえる和食
と地酒をご用意、掘りごたつ風のお席も
ご用意。

新潟市中央区万代1-3-30 
 万代シルバーホテル内
代表TEL 025（243）3711
営【洋食】ダンスィングドール　
　　　　　　　朝食7:00〜10:00
　　　　　　　昼食11:00〜14:30
　　　　　　　夕食17:30〜21:00
【中華】柳江苑　昼食11:30〜14:30
　　　　　　　夕食17:30〜21:30
【和食】銀鈴　　昼食11:30〜14:30
　　　　　　　夕食17:30〜21:30
日・祝は営業時間が異なります。
休 無休　 P 契約有（利用額に応じて）

お店のPRに！指定店募集中

指定店とは、ニピイ会員証提示で割引やサービス
を受けられる店舗です。
ニピイでは、会員と登録家族にサービスをご提供

いただけるお店を募集しています。
指定店にご協力いただきますと、ニピイニュース･利
用ガイドブック･ホームページで割引内容をご紹介
します（掲載無料）
詳細はニピイ事務局まで。お電話、メール、紹介

カード（76ページ）でお問い合わせください。
ニピイ事務局TEL025-201-6113
E-mail：nipy@nipy.jp

新潟駅前が一望できる大きな窓と
地中海風の店内。四季を感じなが
らホテルメイドの豪華なランチで
楽しいひとときを。

指定店　バターフィールド（P32） 
CoCoLo長岡店　1月末に閉店しました。

Ayame
線

Ayame
線
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KOHINATA
美容
健康

オーガニックブランド「ヴィラロド
ラ」取扱い店。
本店は「ヴィラロドラカラー」
Le,lianは「ヴィラロドラスパ」で
あなたの髪と頭皮を健康に守ります♪
学割有り、また小学生未満のお子様の
ママ（マタニティも含む）も10％offし
てます！
忙しい日々をKOHINATAでゆっくり
癒されてください☆

HONTEN 新潟市中央区西堀通6-891
 TEL025（222）8011
Le,lian 新潟市中央区古町通5番町601-1
 TEL025（201）7650

技術料金５％割引

カラオケビッグエコー
カラ
オケ

新潟駅前店 TEL025(249)3131
新潟駅前花園店 TEL025(240)7911
新潟駅南口店 TEL025(249)7000
新潟駅南笹口店 TEL025(245)9000
亀田駅前通店 TEL025(383)1717
佐渡店 TEL0259(51)4121

ルーム料金一般料金より30％割引
（他券･サービスの併用不可）

ヘア・メイクココロ
美容
健康

新潟市秋葉区あおば通２−５−17
フリーダイヤル 0120（556）194
TEL 0250（24）5542

スタッフは全員女性。
初めての美容室が緊張する方も、
肩の力を抜いてお気軽になんでも
ご相談ください。

技術料金５％割引
（他の割引との併用不可）

ウラウララフラミンゴ
美容
健康

会員証ご提示の方　10％引

新潟市中央区四ツ屋町1-5137-53
TEL 025-311-0655
Ｐ ４台
https://ulaulala-flamingo.com

〇全身骨格調整
　身体の本来の機能を呼び覚ま
し、リフレッシュした身体に仕
上げます

　60分6,000円
　90分9,000円
〇しあわせタロットカード
リーディング

　60分5,000円
　90分8,000円

はあとふる鍼灸治療院
美容
健康

鍼灸コース、整体コースの料金を10％割引

営 月曜日〜土曜日　9:00〜18:00最終受付
※ご予約制となっております
ご予約受付TEL025（385）6422（新潟店･豊浦店共通）

お身体のお悩みは、お気軽にご相談ください！
割引対象店舗
〇はあとふる鍼灸治療院新潟
　新潟市江南区鵜ノ子4丁目466
　アピタ新潟亀田店2階
〇はあとふる鍼灸治療院豊浦
　新発田市荒町甲1611-51ヴァルメ豊浦内

クリクラ亀田飲 食

新潟市江南区亀田大月3-4-32
TEL 0120（664）775
営 9：00〜17：00
休 土・日・祝祭日

冷たいお水も温水も、いつだって
好きな時に楽しめます。

新規契約時
ボトル２本無料サービス

1,460円
（税込）

楽蔵うたげ新潟南口駅前店飲 食

新潟市中央区笹口2-2-4　1階
TEL 025（240）6611
営 17:00〜23:30
休 無休

飲食料10％割引
（特別企画、他の割引との併用不可）

イルマーレ新潟南口駅前店飲 食

新潟市中央区笹口2-2-4　1階
TEL 025（240）6900
営 17:00〜23:30
休 無休

飲食料10％割引
（特別企画、他の割引との併用不可）
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ダンスモードシラクラダンス

新潟市中央区本町通５番町228
TEL 025（222）3087
営 10：00〜18：30　休 毎週火曜・第３水曜　 P 有り

１階
　◆ダンスシューズ
　◆ダンスウエアー
　◆アクセサリー ダンスビデオ・CD 他小物
２階
　◆レンタルドレス部（常時多数取り揃え）
　　モダンドレス・ラテンドレス・燕尾服一式
　◆練習用ホール（お１人２時間　500円）

現金で購入の場合10％割引
（一部商品・サービス品は除く）

クサマ自転車商会自転車

新潟市東区牡丹山3-11-10
TEL 025（274）6006
URL http://www.kusamacycle.jp/
営 ９：00〜19：00
休 水曜日（3月は無休）

安心、安全な自転車を皆様にお届けします。あなたにピッタリの自転車をご提
案し、アフターサービスも各種修理も迅速対応いたします。ロードバイク、ク
ロスバイクもお任せください。

自転車（税抜２万円以上）お買い上げの方に防犯登録と
TSマーク（傷害・賠償責任保険付き）をサービス

「美容矯正サロン」エンゼルハート
美容
矯正

25年実績の高度な施術でメディア
に多く取材を受けている新潟人気サ
ロン。子宝ケアで沢山のママ達が出
産されてます。産後ケアも本来以上
のスタイルに。痩身はラインキープ、
人気の頭蓋骨矯正は顎関節、大顔、た
るみに幅広く対応

美容矯正の初診料1,100円無料

新潟市西区小針１丁目44-10
℡：025-201-2123
営 9：30〜20：00
　 （最終受付19：00）
休 月曜、第１・３日曜日
http://a-810.com

子宝ケア 9,500円　（税別）
シンメトリー整顔 8,000円〜（税別）
猫背矯正「痩身スリム」 7,000円　（税別）
産後スリム骨盤矯正 5,500円　（税別）
プチ子宝 4,000円　（税別）
LINE@a810に参加して（例）1000円
割引、などお得情報をGETできます！

トータルフットケアさわ
美容
健康

施術料金10％割引

新潟市秋葉区大鹿920-2
TEL 070（2154）0303
休 月曜日
http://www.sawanail.com/
代表･施術者　澤田　恵子

巻き爪･うおの目･タコ･切りにく
い爪･むくみ等を、専門のマシンで
傷みなく施術いたします。
料金1施術2,000円〜10,000円（税別）
ご自宅･ご施設への出張も承って
おります。
まずはご相談ください。

新潟グリーンプラザ フレンズ植 物

〒950-0933
新潟県新潟市中央区清五郎336
いくとぴあ食花　キラキラマーケット内
TEL 025（383）8718
FAX 025（383）8708
営 10：00〜18：00
URL：https://www.facebook.com/Niigata.greenplaza/

生花、鉢花、ガーデニング用品5%OFF
（特価品、花キューピット利用等は除く）

中央区関新の新潟第一高校前からいくと
ぴあ食花キラキラマーケット内へ移転し
ました。
以前より売り場面積は狭くなりました
が、お客様が楽しんで頂けるお店づくり
しております。
初めてガーデニングを始める方、お花や
観葉植物を贈りたい方などお客様のご用
途に合わせてご提案させていただきます。

眼鏡市場メガネ

店頭価格より５％割引
（備品は除きます）

眼鏡市場のメガネ一式価格は、レンズ付きの価格です。
〈メガネ一式〉　￥16,500〜
紫竹山店（コ） 新潟市中央区紫竹山1-3-14 025(255)6678
小針店（コ） 新潟市西区小針6-57-6 025(232)1898
アピタ新潟西店 新潟市西区小新白鳥474 ２F 025(201)1128
新潟松崎店 新潟市東区新松崎3-1-1 025(250)8901
新潟亀田店 新潟市江南区亀田緑町3-1-47 025(383)5048
新潟亀貝店 新潟市西区亀貝字前田1370 025(211)0968
新潟新津店 新潟市秋葉区程島1865-1 0250（21）2880
新潟巻店 新潟市西蒲区赤鏥331-3 0256（73）5188
※（コ）…コンタクトレンズ取り扱い店舗

芳樹園flower&greenぐり〜んはうす植 物

全商品10％割引
（一部除外品有）

※花キューピット利用の場合は割引なし

ぐり〜んはうす
サム

新潟市中央区万代1-5-1
 ラブラ万代前 025（241）8781

ぐり〜んはうす
本部 新潟市中央区愛宕3-1-1 025（284）1187

暮しに彩りを
大切な人へのフラワーギフト
心をこめてご用意いたします

メガネスーパーメガネ

通常価格より10％OFF

・６ヶ月以内何度でもメガネの度数変更無料！
・コンタクトレンズ大量在庫！補聴器もお任せください！

※メガネ・サングラス・コンタクト・補聴器が10％OFF！（特価品は除く）

新潟新和店 新潟市中央区新和1-1-17 025（385）6035
新潟黒埼店 新潟市西区山田420-1 025（377）1800
新潟松崎ニュータウン店 新潟市東区新松崎1-8-14 025（257）9077
亀田店 新潟市江南区早苗2-80-1 025（383）1866
新津程島店 新潟市秋葉区程島1926-1 0250（24）3170
営 10：00〜19：00（新潟新和店、新津程島店は19：30まで営業）　休 無休　 P あり
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KOHINATA
美容
健康

オーガニックブランド「ヴィラロド
ラ」取扱い店。
本店は「ヴィラロドラカラー」
Le,lianは「ヴィラロドラスパ」で
あなたの髪と頭皮を健康に守ります♪
学割有り、また小学生未満のお子様の
ママ（マタニティも含む）も10％offし
てます！
忙しい日々をKOHINATAでゆっくり
癒されてください☆

HONTEN 新潟市中央区西堀通6-891
 TEL025（222）8011
Le,lian 新潟市中央区古町通5番町601-1
 TEL025（201）7650

技術料金５％割引

カラオケビッグエコー
カラ
オケ

新潟駅前店 TEL025(249)3131
新潟駅前花園店 TEL025(240)7911
新潟駅南口店 TEL025(249)7000
新潟駅南笹口店 TEL025(245)9000
亀田駅前通店 TEL025(383)1717
佐渡店 TEL0259(51)4121

ルーム料金一般料金より30％割引
（他券･サービスの併用不可）

ヘア・メイクココロ
美容
健康

新潟市秋葉区あおば通２−５−17
フリーダイヤル 0120（556）194
TEL 0250（24）5542

スタッフは全員女性。
初めての美容室が緊張する方も、
肩の力を抜いてお気軽になんでも
ご相談ください。

技術料金５％割引
（他の割引との併用不可）

ウラウララフラミンゴ
美容
健康

会員証ご提示の方　10％引

新潟市中央区四ツ屋町1-5137-53
TEL 025-311-0655
Ｐ ４台
https://ulaulala-flamingo.com

〇全身骨格調整
　身体の本来の機能を呼び覚ま
し、リフレッシュした身体に仕
上げます
　60分6,000円
　90分9,000円
〇しあわせタロットカード
リーディング
　60分5,000円
　90分8,000円

はあとふる鍼灸治療院
美容
健康

鍼灸コース、整体コースの料金を10％割引

営 月曜日〜土曜日　9:00〜18:00最終受付
※ご予約制となっております
ご予約受付TEL025（385）6422（新潟店･豊浦店共通）

お身体のお悩みは、お気軽にご相談ください！
割引対象店舗
〇はあとふる鍼灸治療院新潟
　新潟市江南区鵜ノ子4丁目466
　アピタ新潟亀田店2階
〇はあとふる鍼灸治療院豊浦
　新発田市荒町甲1611-51ヴァルメ豊浦内

クリクラ亀田飲 食

新潟市江南区亀田大月3-4-32
TEL 0120（664）775
営 9：00〜17：00
休 土・日・祝祭日

冷たいお水も温水も、いつだって
好きな時に楽しめます。

新規契約時
ボトル２本無料サービス

1,460円
（税込）

楽蔵うたげ新潟南口駅前店飲 食

新潟市中央区笹口2-2-4　1階
TEL 025（240）6611
営 17:00〜23:30
休 無休

飲食料10％割引
（特別企画、他の割引との併用不可）

イルマーレ新潟南口駅前店飲 食

新潟市中央区笹口2-2-4　1階
TEL 025（240）6900
営 17:00〜23:30
休 無休

飲食料10％割引
（特別企画、他の割引との併用不可）
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㈲ヌノカワ装硝住 宅

通常販売価格の５〜10％割引※1

アルミ製品入れ替え時下取りサービスあり※2

新潟市中央区東大畑通2-478
TEL 025（224）6209
E-mail nunokawa1@taupe.plala.or.jp

取り替えませんか　快適で安全な毎日へ
結露・省エネ・防音対策に樹脂製サッシ
エコなら真空ガラススペーシア
割れても安全な

強化ガラス 合わせガラス
ドロボーに強いガラスセキュオSP
カガミ・板ガラス・アルミサッシ・アミ戸・カギ
ガラス１枚でも見積無料

※1 一部除外品あり、工賃等別途
※2 アルミサッシ、網戸、玄関他
※上記サービスを重複して受けることはで
きません。

ー健康で快適な生活環境をめざすー ㈱サニーサニター住 宅

調査・見積無料

☆取り扱い商品☆
●ねずみ　　●ゴキブリ　
●シロアリ　●ハチ
●ダニ　　　●微生物
●害獣・害鳥コントロールなど

信頼・信用・安心・安全を提案し
続け50年！
これからもお客様の快適な環境
づくりのサポーターとして愚直
に進んでまいります。

新潟市西区流通センター5-4-1
TEL 025（269）1244
URL http://32832jp

㈲阿部建装工業住 宅

　　工事見積 無料
　　建築物塗装料金 見積額の５％割引

新潟市東区中野山2-8-25
TEL 025(276)5931
FAX 025(277)2446
E-mail spn98a99@peace.ocn.ne.jp

一般建築塗装・吹付工事
何でも相談してください。
・テレビやメディアで話題の「液体ガラス」
　特約代理店

DAIKENリフォーム ㈱大建建設住 宅

　　お見積もり無料
　　ご契約額に応じてプレゼント進呈

おかげさまで創業53年
リフォーム・新築・不動産売買

住まいのことなら
ダイケンリフォームへ

お見積り無料

一級建築士事務所

■本店
　新潟市東区浜谷町1-2-6
■坂井東スタジオ（大堀幹線沿い）
　新潟市西区坂井東1-13-1
■河渡スタジオ（新潟東高校正門前）
　新潟市東区河渡2-2-12
フリーダイヤル 0800（800）6366

PC・スマホでweb検索
検索ダイケンリフォーム

備前屋骨董店 リサイクル西堀骨 董

粗品進呈
遺品整理ご相談ください！

お売りください！！
　　 持込・出張●創業100年余
骨董品、美術品、工芸品、掛軸、書
画、茶道具、着物、古銭、贈答品、遺
品整理、引越、家の解体時の不用品
現金買取いたします。
金・プラチナ買取強化中☆
　お気軽にお電話ください！！

中央区西堀通5-832-1
無料ダイヤル　0800（111）5101

㈱丸新エネルギー直営店車

■丸新エネルギーで一番お得な「エネオスクレジットカード」を
お勧めします。
■エネオスクレジットカードは入会金無料・年会費無料。
　ご入会の方はJAFと同様のエネオスロードサービスが受けら
れます。
■エネオスクレジットカードはポイントを素敵な賞品と交換で
きます。
■エネオスクレジットカードのお申し込み書は各店頭にご用意
しております。

ニピイカード提示の上、店頭にてエネオスクレジッ
トカードお申込でBOXティッシュプレゼント

㈲オートウェーブニイガタ車

新潟市東区松崎2丁目29-1
TEL 025（271）4353
URL http:www.a-w-n.jp

作業工賃10％割引

他と同じではイヤだ！そんなあなたの
ためのカーディティーリング屋です。
熟練スタッフがトコトン仕上がりに
こだわります！

・ボディガラスコーティング
・カーフィルム貼り
・フロントガラスの交換・修理
・ルームクリーニング
・ナビの取り付け

ロータススワロー（カーコンビニ倶楽部）車

作業工賃10％割引

※作業内容
　・法定点検
　 （車検 12ヶ月 ６ヶ月）
　・一般整備
　・鈑金、塗装
　・カーコンルームクリニック
　 （除菌、消臭）
　・シートクリーニング
　・カー用品販売
　・各種保険業務取扱い

お車のことならすべてお任せくだ
さい。
お客様の安全で快適なカーライフ
をバックアップします。

新潟市中央区関新2-2-38
TEL 025（266）4871
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㈲ナカノ賃 貸

仲介料等不要の自社物件あり!!

西区平島･小新に自社アパート･事務所･駐車場
住まいにやさしいL10帖＋K、他多々有り、応援します。

新潟市西区平島1301番地
中野プラザ1F
TEL 025(266)1906㈹
FAX 025(233)7430

㈱カネシン住 宅

　　調査・見積無料
　　見積金額より10％割引

・害虫駆除（白あり・ネズミ・ゴキ
ブリ・ムカデ・ハチ・黒あり）
・バルコニー、屋上防水工事
・塗装工事
・断熱・遮熱工事
・建築板金・外壁・雨樋・シーリン
グ工事
・ハウスクリーニング（フロア・
ガラス・じゅうたん・ソファ・エ
アコン等）

新潟市江南区亀田大月3丁目4番32号
TEL 025（383）3135
FAX 025（383）3134

セコム上信越㈱くらし

ホームセキュリティの保証金無料
（一般20,000円）

24時間365日オンライン監視
外出中はもちろん、在宅中、就寝時も常にオンラインでお客様宅の安全
を見守るサービス。
それが「セコム・ホームセキュリティ」です。

●お問い合わせ
新潟統轄支社
新潟市中央区新光町１-10
URLhttp://www.secom-joshinetsu.co.jp
TEL 025（281）5100

株式会社マルエイ笹川建築住 宅

新築、増改築の見積無料！
ご契約料金に応じてプレゼント進呈

住まいのことはなんでも相談してください。
・新築工事
・改築工事
・増築工事
・店舗工事
・LGS工事

新潟市南区西白根1677-3
TEL　025-373-2454
FAX　025-373-0505

●地元に根ざした顔の見える家造
り。われわれが造った家はその
家がある限りアフターフォロー
します。

㈱日栄ビル管理くらし

　　見積無料
　　見積金額より10％割引

■遺品整理、生前整理
■引越後のハウスクリーニング
■エアコンクリーニング
■排水管、貯水槽清掃
■硝子クリーニング　
■レンジフードクリーニング　他

新潟市西区寺尾前通2丁目10番11号
TEL 025（267）6741
FAX 025（267）6705

中越クリーンサービス㈱くらし

家庭用お掃除モップ各種、２週間無料お試し
ハウスクリーニング見積金額より５％OFF

（特別割引の一例）
家庭用エアコン（お掃除機能なし）
 13,200円⇒12,540円（税込）
レンジフード
 16,500円⇒15,675円（税込）
バスルーム
 14,300円⇒13,585円（税込）

ご家庭から事務所などあらゆる施
設へのモップ、マットのレンタル。
そしてプロの技術でお掃除をサ
ポートするハウスクリーニング。

新潟市中央区日の出3-4-15
TEL 025（244）0631

合鍵ヨイロック新潟合 鍵

合鍵１本につき100円割引、ファッションキー他10％割引
車ドアロック解錠時合鍵１本サービス、住宅錠前交換 交換割引特典

新潟市中央区沼垂東1-10-27
TEL 025（241）4169

町の便利屋さんやさしい便利屋 信頼と実績の全国チェーン

ファミリー新潟店
くらし

利用料金より1,000円割引

暮らしの困り事、何でも解決！

 0120-777-656 （年中無休）

■住宅の修繕 ■引っ越しお手伝い
■エアコンクリーニング ■家事手伝い
■水廻りトラブル ■不用品片付け手伝い
■お庭のお手入れ ■その他お困りごと等

ファミリー新潟店〒950-0861新潟市東区中山1-16-10
　　　　　　西店〒950-2023新潟市西区小新2061

　　北店〒950-3126新潟市北区松浜7-21-11
新発田店〒957-0065新発田市舟入町1-13-8
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㈲ヌノカワ装硝住 宅

通常販売価格の５〜10％割引※1

アルミ製品入れ替え時下取りサービスあり※2

新潟市中央区東大畑通2-478
TEL 025（224）6209
E-mail nunokawa1@taupe.plala.or.jp

取り替えませんか　快適で安全な毎日へ
結露・省エネ・防音対策に樹脂製サッシ
エコなら真空ガラススペーシア
割れても安全な

強化ガラス 合わせガラス
ドロボーに強いガラスセキュオSP
カガミ・板ガラス・アルミサッシ・アミ戸・カギ
ガラス１枚でも見積無料

※1 一部除外品あり、工賃等別途
※2 アルミサッシ、網戸、玄関他
※上記サービスを重複して受けることはで
きません。

ー健康で快適な生活環境をめざすー ㈱サニーサニター住 宅

調査・見積無料

☆取り扱い商品☆
●ねずみ　　●ゴキブリ　
●シロアリ　●ハチ
●ダニ　　　●微生物
●害獣・害鳥コントロールなど

信頼・信用・安心・安全を提案し
続け50年！
これからもお客様の快適な環境
づくりのサポーターとして愚直
に進んでまいります。

新潟市西区流通センター5-4-1
TEL 025（269）1244
URL http://32832jp

㈲阿部建装工業住 宅

　　工事見積 無料
　　建築物塗装料金 見積額の５％割引

新潟市東区中野山2-8-25
TEL 025(276)5931
FAX 025(277)2446
E-mail spn98a99@peace.ocn.ne.jp

一般建築塗装・吹付工事
何でも相談してください。
・テレビやメディアで話題の「液体ガラス」
　特約代理店

DAIKENリフォーム ㈱大建建設住 宅

　　お見積もり無料
　　ご契約額に応じてプレゼント進呈

おかげさまで創業53年
リフォーム・新築・不動産売買

住まいのことなら
ダイケンリフォームへ

お見積り無料

一級建築士事務所

■本店
　新潟市東区浜谷町1-2-6
■坂井東スタジオ（大堀幹線沿い）
　新潟市西区坂井東1-13-1
■河渡スタジオ（新潟東高校正門前）
　新潟市東区河渡2-2-12
フリーダイヤル 0800（800）6366

PC・スマホでweb検索
検索ダイケンリフォーム

備前屋骨董店 リサイクル西堀骨 董

粗品進呈
遺品整理ご相談ください！

お売りください！！
　　 持込・出張●創業100年余
骨董品、美術品、工芸品、掛軸、書
画、茶道具、着物、古銭、贈答品、遺
品整理、引越、家の解体時の不用品
現金買取いたします。
金・プラチナ買取強化中☆
　お気軽にお電話ください！！

中央区西堀通5-832-1
無料ダイヤル　0800（111）5101

㈱丸新エネルギー直営店車

■丸新エネルギーで一番お得な「エネオスクレジットカード」を
お勧めします。
■エネオスクレジットカードは入会金無料・年会費無料。
　ご入会の方はJAFと同様のエネオスロードサービスが受けら
れます。
■エネオスクレジットカードはポイントを素敵な賞品と交換で
きます。
■エネオスクレジットカードのお申し込み書は各店頭にご用意
しております。

ニピイカード提示の上、店頭にてエネオスクレジッ
トカードお申込でBOXティッシュプレゼント

㈲オートウェーブニイガタ車

新潟市東区松崎2丁目29-1
TEL 025（271）4353
URL http:www.a-w-n.jp

作業工賃10％割引

他と同じではイヤだ！そんなあなたの
ためのカーディティーリング屋です。
熟練スタッフがトコトン仕上がりに
こだわります！

・ボディガラスコーティング
・カーフィルム貼り
・フロントガラスの交換・修理
・ルームクリーニング
・ナビの取り付け

ロータススワロー（カーコンビニ倶楽部）車

作業工賃10％割引

※作業内容
　・法定点検
　 （車検 12ヶ月 ６ヶ月）
　・一般整備
　・鈑金、塗装
　・カーコンルームクリニック
　 （除菌、消臭）
　・シートクリーニング
　・カー用品販売
　・各種保険業務取扱い

お車のことならすべてお任せくだ
さい。
お客様の安全で快適なカーライフ
をバックアップします。

新潟市中央区関新2-2-38
TEL 025（266）4871
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サカイ引越センター引越し

引越基本料金（人件費+運賃）20％割引
（但し３/20〜４/15除く）

作業件数№１！

新潟県新潟市東区下木戸3-3-4
株式会社サカイ引越センター
フリーダイヤル 0120（388）141

株式会社メディケアネットパソコン

出張料無料

パソコントラブル対応（パソコン
の清掃、診断）、WEB制作、補聴器
相談など企業、一般家庭向けに
様々なサービスを柔軟に対応いた
します。ホームページをご覧くだ
さい。

新潟市中央区米山9-8
TEL/FAX 025-288-6081
URL：www.mc-net.jp

㈱大谷はんこ

印章、ゴム印、印刷、表札、シャチハタ製品、
プラスチック彫刻など店頭表示価格より10％割引

※チラシ広告対象商品は除く
※一部対象外商品有

西堀店・イオン新潟東店・DeKKY店・アピタ新潟亀田店・イオン
モール新潟南店・イオン新潟青山店・イオン白根店・イオン三条
店・新発田店・イオンモール新発田店・柏崎店・リバーサイド千秋
店・上越店・アコーレ店

㈱山下家具店家 具

店頭表示価格より５％割引
（一部除外品あります）

ヤマシタは暮らしの「いいな」をカタチに皆様に新しいライフスタイルを提供
しております。また、暮らしに役立つ「ヤマシタライフプラスクラブ」会員も
募集しておりますので是非ご利用ください。

ヤマシタ亀田店 新潟市江南区早苗2-525 025（382）6181
ヤマシタ燕店 燕市桜町3026 0256（62）3711

ヤマシタ長岡店 長岡市台町2丁目4-56
長岡駅東口　E-PLAZA　3F・4F 0258（33）6030

ヤマシタHOK上越店 上越市富岡3443 025（520）4111
THESHOPPING. 新潟市中央区古町通五番町615 025（223）6111

日本通運㈱新潟支店引越し

引越基本料金（人件費＋運賃）10％割引
（但し３月15日〜４月15日除く）

手間も、ゴミも、費用も減らせます。
日通の引越、えころじこんぽ。
ご家族のご要望やライフスタイル
にぴったりの引越しをご提案し
ます。

新潟市中央区上大川前通五番町68-1
日本通運株式会社 新潟支店
フリーダイヤル 0120（154）022

新潟自動車学校スクール

入校金割引

東新潟自動車学校スクール

入校金　普通車40,000円→30,000円（税抜）
　　　　中型車50,000円→40,000円（税抜）

「親切指導・無料送迎・託児所完備」
CMでおなじみの東新潟自動車学
校です。
年中無休（１月１日、２日、３日を除
く）で毎日検定を実施しています。

〒950-0871 新潟市東区山木戸3-9-1
TEL 025（273）2000　FAX 025（271）0140
URL http://www.higashids.com/
E-mailinfo@higashids.com

新潟市東区海老ケ瀬474-1
TEL 025（272）5555

・第一種免許全て教習
・普通2種免許教習
・ペーパードライバー教習
・企業向安全運転講習
・日曜、祝日も教習、検定実施
・土、日プラン等　各種プラン有
・無料送迎バス運行しています

普通車 33,000円 →23,000円
普通2種 52,250円 →32,250円
大型車 77,000円 →47,000円
中型車 55,000円 →25,000円
中型8t解除 44,000円 →34,000円
準中型車 33,000円 →23,000円
準中5t解除 16,500円 → 6,500円
大型特殊車 44,000円 →24,000円
けん引車 49,500円 →29,500円
大型二輪車 27,500円 → 7,500円
普通二輪車 22,000円 → 2,000円
 （消費税10％込）

亀田駅前ヨガスタジオスクール

ご入会で日曜クラス１回無料
全コース5％OFF

〇パソコン疲れの目を守る！「視力向
上ヨガ」
〇出張OK、講座、イベント、お気軽に
ご相談ください
〇自分のペースで無理なく、無駄な
く、通いやすさが好評です♪

新潟市江南区東船場1-2-7井浦カメラ店３Ｆ
TEL 090（3145）0596　
E-Mail　cameyoga@gmail.com
亀田駅前ヨガスタジオ 検索

圧倒的にお得！
法人会員様･サークル様募集中！
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学習塾プレーナスクール

　　　　年会費（3,000円）無料
　　　　初回月謝50％OFF

簿記などの資格取得から、小学生･
中学生･高校生の学習支援まで幅
広いニーズに対応します。

新潟市西区山田733-27
TEL 025（377）6650
E-mail：plena@outlook.jp

初動負荷トレーニング®指導提携施設 ワールドウィング新潟スクール

入会金10,000円→9,500円（税抜）
月会費10％割引　体験料2,000円→無料

新潟市西区小針2-9-1
（大堀幹線：旧シュープラザ）
TEL 025（211）8529
営  　00:12～00:9 日平   
土日祝 9:00～19:00

休  毎週火曜日･夏季年末年始

イチローをはじめとするアスリートが実践する注目の県内唯一の初動
負荷トレーニング®。
低負荷運動による「関節可動域･血流の促進･基礎代謝の向上」を目指
し、眠った身体を呼起すトレーニングの新領域です。

田巻個人指導塾スクール

入会金
15,000円を10,000円

小、中、高校生対象のマンツーマン専門の学習塾
。すまし致も)費実費通交(業授張出に他の業授塾通 ○

○合格実績
、部学済経・文人・歯学大潟新、部学医学大阪大 ：学大 ◎　  

筑波大学第一・体育学群他
、校高訓明潟新、校高報情際国、校高南潟新、校高潟新 ：校高 ◎　  

新潟第一高校他
。いさだく絡連ごに軽気お。すまいてっやも談相て育孫・て育子 ○

新潟市中央区天神2-299-1
TEL 025(245)1432　FAX 025（245）4109
E-mail a-tamaki@bf.wakwak.com

林流日本舞踊教室 みんなの卓球 by オールアルビレックス･スポーツクラブ

オールアルビレックス･スポーツクラブ

スクール スクール

スクール

入会金5,000円を無料 レッスン毎に、お好きな飲料水
1本プレゼント　※他の割引との併用不可

スクールユニホームプレゼント
（対象クラス入会時）※他の割引との併用不可

日本舞踊で楽しく健康に!!
○〈童謡・古典物・御祝儀舞踊〉

でま方の人大らか様子おなさ小 　
お稽古いたします。

りあ配心も方いなれら着を物着 ○
ません。着付けから指導致します。

新潟市中央区天神2-299-1
TEL 025(245)1432

新潟市江南区鵜ノ子466
アピタ新潟亀田店2F
TEL 025（250）7998

pj.ro.xeribla-lla@ukatnim：liam-E

新潟市上所中1-13-17 レンテム上所
TEL 025（201）7779
E-mail：info@all-albirex.or.jp

山本あみもの教室スクール

入会金（5,000円）無料

手編み、機械編み、レースの各科がございます。
毛糸・編物・レース検定受験指導もいたします。
初心者から、プロを目指す方まで、お気軽にお越しください。見学可
くわしくはホームページをごらんください。
http://yamamotoamimono.com/
講師　山本セツ

員委術技・員議評　会協定検物編本日（ 　　
　　　ＫＣＳ全国編物手芸講師会　東ブロック長）

新潟市西区寺尾西3-28-28
TEL/FAX 025-260-4933
＊無料駐車場有

新型個別指導ノートススクール

　　入会金3,300円（税込）を無料
　　初回授業料より5,000円（税込）割引

【実績あるプロ講師たちが集まり作った、理想の教育を実現させている塾】
☆先生１人に生徒が２～3人までの完全個別指導☆
受講科目だけではなく５教科をトータルに成績管理
「習っている教科だけ成績が上がればいい」
なんて考えはもう古い!!無料で自習席も使い放題！

いしやま校　　　025-277-9119
あおやま校　　　025-201-9889
さつき野駅前校　0250-25-2002
かめだ校　　　　025-383-6776
プレイズ女池校　025-282-7733

〈ホームページ〉

運動神経は創るもの！幼少期からの正しいトレーニングで決まります！
ぜひ、ご体験にお越しください。
クラス：2～3歳クラス、年少～年長クラス、小学生クラス
詳しくはHPまで。

300種類を超えるプログラムから、
一人ひとりのレベルや目標に合わ
せたプログラムを提供します。
対象：年中～シニアまで
詳しくはHPまで。
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㈱ラックコンサルティングファーム相 談

起業独立、会社設立のご相談
45分無料

起業、独立は「自分自身の手で夢をかなえる」ためのものです。
夢は、心を明るくします。
前に進む活力になります。
そして実現に向け行動することで、充実した毎日を送ることができます。
我々はその夢の実現を支援していきます。
一緒に夢を語り、実現に向けて共に歩んでいきましょう。

〒950-0947
新潟市中央区女池北1丁目24番7号　
 Enプレイス女池　２F
TEL 025（385）6160

㈱オーネット相 談

入会金より￥10,800割引

信頼の結婚情報サービスは
オーネットです。

職場結婚や、お見合い結婚が年々減少
するなか、オーネットは積極的に理想の
結婚相手を探す皆様を応援しています。

㈱オーネット新潟支社
〒950-0087 
　新潟県新潟市中央区東大通2-5-8
　東大通野村ビル７F
お問い合わせ・資料請求
TEL 0120（13）5029

URL https://biz.onet.co.jp

白柏行政書士事務所相 談

各種許認可書類作成料、渉外事件書類作成料
当事務所規程料金から25％割引

〒950-0851
新潟市東区新石山3-10-14
TEL 025（276）6371㈹
FAX 025（276）6375

外国会社の支店設立
外国会社との合併
海外取引の支援（輸出入等）
外国人の相続手続
就労ビザ等取得
親族・相続等の諸手続

志田社会保険労務士事務所相 談

人事・労務相談　初回相談料無料（60分）
年金請求代行手続きは30％割引

〒950-2026
新潟市西区小針南台8-44-1
TEL/FAX：025（234）4171
E-Mail：srshida@asahinet.jp

業務内容
◇社会保険・労働保険手続き代行
◇就業規則・諸規程の整備
◇人事・労務相談
◇年金相談・裁定請求
◇労働基準監督署是正勧告対応等

受付時間
平日：午前9時〜午後５時

年金のご相談や、労務管理でお困りの
とき、いつでもお問合せください。

弁護士法人 一新総合法律事務所 （新潟県弁護士会所属）相 談

初回の相談料を20％割引
（5,000円/45分まで→4,000円（税込）/45分まで）

☆受付時間　午前９時〜午後６時
　土曜日は午後５時まで
　（日・祝日・年末年始除く）

「交通事故、債務整理は無料、不貞、相続、
遺言のご相談は初回無料」、消費者問題、貸
金・保証、不動産、境界、借地借家、労働問
題、建築問題、医療過誤、離婚、高齢者の財
産管理、親子問題、売掛金回収、取引上の
トラブル、契約書の作成・チェック、労使
問題、事業承継、会社の清算・再建、定款・
規程の整備、知的財産権、不正競争、起業
支援、刑事弁護、告訴・告発、被害者支援、
税務訴訟、行政事件、各種講演講師など

予約専用ダイヤル0120-1
いこう
5-4

じ む し ょ
640

新潟事務所
　新潟市中央区新光町10番地２
　技術士センタービルⅠ７F
　TEL 025（280）1111㈹
支所：燕三条・長
岡・新発田・上越
URL ht tps : //
www.n-daiichi-
law.gr.jp/

カンドースポーツジムスクール

入会金･事務手数料半額
月会費3カ月半額

新潟市西区大野186-1
TEL025（378）1715
営 9:00〜20:00　休 日曜日

東京大学小林寛道名誉教授が開発した認知動作型トレーニングマシン
を使いインナーマッスルを効率的に鍛えます。
小学5年から高齢者まで利用可能。体験無料です（要予約）

期待される効果
認知症・介護予防 「うつ」の改善
肩・膝・腰痛の改善 足が速くなる
脳血管疾患のリハビリ 頭が良くなる
便秘解消 メタボ対策

贈り物のヨシハラギフトギフト

料金5％割引致します（一部除く）

送料無料のカタログギフトなど豊富な品揃えの専門店です。

 0120-751-277

■綜合カタログギフト　■グルメ限定カタログギフト
■和牛専門カタログギフト　■お米専門カタログギフト
■旅行カタログギフト　■ブライダル専用カタログギフト
■出産内祝い専用カタログギフト　■新潟名産カタログギフト

●本社：新潟市東区中山1丁目16-10　●三条（営）：三条市興野2-13-19
●長岡流通センター：長岡市表町2-3-1

花と果物の関本商店葬 祭

葬儀用供花15％割引
葬儀用篭盛10％割引

新潟市内どこの葬儀会場でも無料で
お届けいたします。

新潟市中央区東中通1-86-1
TEL025（222）2429
FAX025（222）2439
営 9:00〜18:00
年中無休FAXは24時間受付




