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レジャー・文化施設
東京ディズニーリゾート･コーポレートプログラム

▶利用資格　会員と登録家族
▶特　　典　
　�パークチケット購入時にご利用できる「コーポレートプログラム利用券」や期間限定割引プログラム（サンクスフェ
スティバル等）がご利用になれます。
▶コーポレートプログラム利用券
　��利用券に記載の補助金額を差し引いた料金でパークチケットを購入できます。
　利用券はパークチケット１枚につき１枚のご利用です。
　（年間パスポート、団体用、抽選販売チケットなど一部対象外あり）
▶利用枚数　年度内１人１枚限り（登録家族は上限３枚まで）
� ＊３歳以下のお子様は入園無料のため利用券の送付はありません
▶補助金額　�会員本人2,000円／登録家族1,500円

▶利用方法
　⑴��「利用補助券申込書」（巻末様式３）に必要事項を記入し、FAX等でお申込みください。
　　※お申込みはご利用予定日の１か月前より受付します。
　　　但し、新年度（４月～）の利用券は更新時期のため３月下旬からの発送となります。
　　※複数会員でお申込みの場合は事業所への送付といたします。
　⑵利用券が到着しましたら下記①～③いずれかの方法でご利用ください。
　　利用券に記載の補助金額を差し引いた料金でパークチケットを購入できます。
　　①窓口（チケットブース等）で利用券を提出する
　　②自動券売機（東京ディズニーランドのみ）で利用券の二次元コードをかざす
　　③オンライン予約･購入サイトにて利用券の個券番号･オンライン用コードを入力する
　　　※オンラインのご利用にはユーザー登録が必要です（クレジット決済のみ）

▶利用券注意事項
　●利用券は新規のパークチケット購入時のみ利用できます（変更時には利用できません）
　●すでに発券済みのパークチケット（現物）と利用券を持参しても返金は受けられません。
　●入園制限中のパークではご利用できません（パークへの入場を保証するものではありません）
　●パークチケットの変更には別途手数料がかかる場合があります。
　●��利用券は旅行会社等で発行される予約券との併用も可能です。
　　（来園当日ご入園前にチケットブースにご持参されますと補助金額分が返金されます）
　　但し、予約券の種類により返金が受けられない場合がございます。購入先にて事前にご確認ください。
　●新潟のディズニーストア窓口では利用券の取扱いはしておりません。
　●学生の切り替え（小学生／中学生／高校生）は４月１日です。
　●利用券を第三者へ譲渡･転売することはできません。違反した場合、利用券は無効となります。

コーポレートプログラムに関する各種お問い合わせ
東京ディズニーリゾート･インフォメーションセンター
☎�0570-00-8632（９:00～17:00�年中無休）
東京ディズニーリゾート･オンライン予約･購入サポートデスク
☎�045-330-0101（９:00～17:00�年中無休）
コーポレートプログラム利用者専用サイト
dcp.go2tdr.com（モバイル･PC共通）

コーポレートプログラム利用券
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マリンピア日本海

新潟市中央区西船見町5932-445
☎025-222-7500

▶利用資格　会員と登録家族
▶利用枚数　年度内10枚（登録家族数に関係なく）

▶利用方法　

区　　分 会員斡旋価格 一般料金 開館時間 休　館　日
大人（高校生以上） 1,000円 1,500円 9：00〜17：00

夏期は延長する場合があります
12／29〜1／1

３月第一木曜日とその翌日小人（小・中学生） 　500円 　600円
※幼児（４歳以上）の入場料は200円（施設窓口で直接購入してください）３歳まで無料

新潟県立自然科学館

新潟市中央区女池南3-1-1
☎025-283-3331

▶利用資格　会員と登録家族

▶利用枚数　�年度内８枚（登録家族数に関係なく）＊利用券の追加申込・紛失等による再発行はできません。

▶利用方法　�利用券は利用補助券冊子（別冊）にあります。必要事項を記入のうえ、切り取ってご利用ください。
区　　分 利用券料金 一般料金 開館時間 休　館　日

入館料
大人　　　　　　　 430円 580円 9：30〜16：30

（土日祝日及び夏期は〜17：00）
※最終入館は閉館30分前まで

毎週月曜日（〜2020年８月）
毎週火曜日（2020年９月〜）
※休日の場合は翌平日、12/29〜1/3
（このほか、設備点検のための休みあり）

小人（小・中学生） 無　料 100円
※平日無料

＊プラネタリウムを観覧する場合、観覧料（大人210円、小・中学生100円）が別途必要です。

映画館

▶利用資格　会員と登録家族

▶利用枚数　年度内12枚（登録家族数に関係なく）＊６施設の共通利用券となります。
＊利用券の追加申込・紛失等による再発行はできません。

▶利用方法　利用券は利用補助券冊子（別冊）にあります。必要事項を記入のうえ、切り取ってご利用ください。
映画館名 住　　所 電　　話

シネ・ウインド 中央区八千代２－１－１　万代シテイ第２駐車場ビル１Ｆ 025－243－5530

ユナイテッド・シネマ新潟 中央区上近江４－12－20　DEKKY401内 0570－783－401

イオンシネマ新潟西 西区小新南２－１－10　イオン新潟西店３Ｆ 025－230－8787

イオンシネマ新潟南 江南区下早通柳田１－１－１　イオンモール新潟南３Ｆ 025－385－8787

Ｔ・ジョイ新潟万代 中央区八千代２－５－７　ビルボードプレイス２　３Ｆ 025－242－1840

イオンシネマ県央 燕市井土巻３－148 0256－66－0088
※内容については変更になる場合があります。　　※利用券ご利用の際は現金のみの精算となります。
※３D上映等の特別上映方式による興行や、その他特別興行では利用できない場合がございます。
※映画館のサービスデー等は、各施設にお問い合わせください。

＊��入館券の実券を販売しております。申込後のキャンセルはお受けできません。�
近日中にご利用になる分だけお申し込みください。

⑴利用補助券申込書（巻末様式３）に必要事項を記入し、ＦＡＸ等でお申込みください。
⑵入館券（現物）と納付書が到着しましたら、１週間以内に料金をお振込みください。
⑶利用当日、施設に入館券を提出しご入場ください。【使用期限はありません】

利用券料金 一般料金
入館料

（一般・学生） 1,200円 1,800円
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レジャー・文化施設
東京ディズニーリゾート･コーポレートプログラム

▶利用資格　会員と登録家族
▶特　　典　
　�パークチケット購入時にご利用できる「コーポレートプログラム利用券」や期間限定割引プログラム（サンクスフェ
スティバル等）がご利用になれます。
▶コーポレートプログラム利用券
　��利用券に記載の補助金額を差し引いた料金でパークチケットを購入できます。
　利用券はパークチケット１枚につき１枚のご利用です。
　（年間パスポート、団体用、抽選販売チケットなど一部対象外あり）
▶利用枚数　年度内１人１枚限り（登録家族は上限３枚まで）
� ＊３歳以下のお子様は入園無料のため利用券の送付はありません
▶補助金額　�会員本人2,000円／登録家族1,500円

▶利用方法
　⑴��「利用補助券申込書」（巻末様式３）に必要事項を記入し、FAX等でお申込みください。
　　※お申込みはご利用予定日の１か月前より受付します。
　　　但し、新年度（４月～）の利用券は更新時期のため３月下旬からの発送となります。
　　※複数会員でお申込みの場合は事業所への送付といたします。
　⑵利用券が到着しましたら下記①～③いずれかの方法でご利用ください。
　　利用券に記載の補助金額を差し引いた料金でパークチケットを購入できます。
　　①窓口（チケットブース等）で利用券を提出する
　　②自動券売機（東京ディズニーランドのみ）で利用券の二次元コードをかざす
　　③オンライン予約･購入サイトにて利用券の個券番号･オンライン用コードを入力する
　　　※オンラインのご利用にはユーザー登録が必要です（クレジット決済のみ）

▶利用券注意事項
　●利用券は新規のパークチケット購入時のみ利用できます（変更時には利用できません）
　●すでに発券済みのパークチケット（現物）と利用券を持参しても返金は受けられません。
　●入園制限中のパークではご利用できません（パークへの入場を保証するものではありません）
　●パークチケットの変更には別途手数料がかかる場合があります。
　●��利用券は旅行会社等で発行される予約券との併用も可能です。
　　（来園当日ご入園前にチケットブースにご持参されますと補助金額分が返金されます）
　　但し、予約券の種類により返金が受けられない場合がございます。購入先にて事前にご確認ください。
　●新潟のディズニーストア窓口では利用券の取扱いはしておりません。
　●学生の切り替え（小学生／中学生／高校生）は４月１日です。
　●利用券を第三者へ譲渡･転売することはできません。違反した場合、利用券は無効となります。

コーポレートプログラムに関する各種お問い合わせ
東京ディズニーリゾート･インフォメーションセンター
☎�0570-00-8632（９:00～17:00�年中無休）
東京ディズニーリゾート･オンライン予約･購入サポートデスク
☎�045-330-0101（９:00～17:00�年中無休）
コーポレートプログラム利用者専用サイト
dcp.go2tdr.com（モバイル･PC共通）

コーポレートプログラム利用券
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サントピアワールド　フリーキップ利用補助券

阿賀野市久保1-1
☎0250-68-3450

▶利用資格　会員と登録家族
▶利用回数　年度内10枚（登録家族数に関係なく）
▶利用方法　

ゴールデンフリーキップ　一部を除いて乗り放題
【発売日】 土日祝、春休み、GW、夏休み

おとな（中学生以上） 	2,600円	（一般4,200円）

発売日（利用日）は施設HPをご覧
ください。
フリーキップは入園料込みです。
記載の3券種以外への適用はで
きません。
冬季閉園期間がございます。

こども（3歳～小学生）	2,200円	（一般3,700円）

ウィーク10フリーキップ　指定の10機種が乗り放題
【発売日】 ゴールデンフリーキップ発売日以外の平日

おとな（中学生以上） 	2,400円	（一般3,100円）

こども（3歳～小学生）	1,900円	（一般2,600円）

ナイターフリーキップ　一部を除いて乗り放題
【発売日】 指定日の17:00～21:00

おとな（中学生以上） 	2,000円	（一般2,700円）

こども（3歳～小学生）	1,500円	（一般2,200円）
■新潟駅・新津駅からの無料シャトルバス運行しています（要予約）

⑴「利用補助券申込書」（巻末様式3）に必要事項を記入し、FAX等でお申込みください。
　お申込みはご利用予定日の1か月前より受付いたします。
⑵受付後、ニピイより利用補助券を普通郵便で送付いたします。
⑶利用当日、フリーキップをご購入の際に補助券を提出し代金をお支払いください。

フリーキップ（入園料込み）
をお得に購入できる
利用補助券です

▶利用資格　会員と登録家族
▶利用回数　会員証＋利用簿は各施設、月１回まで（大人料金のみ適用）

会員証提示割引は何度でもご利用できます
▶利用方法　入館時に受付で会員証を提示し、利用簿に必要事項をご記入ください。

施設名 区分
会員証＋利用簿 会員証提示割引 一般料金 営業時間･休館日

詳細は施設HPでご確認ください大人 大人 小中学生 大人 小中学生

北方文化博物館
入館料

400円 700円 300円 800円 400円
４月～11月 ９：00～17：00
12月～３月 ９：00～16：30
休館日なし

北方文化博物館
新潟分館 350円 150円 450円 200円

４月～11月 ９：30～17：00
12月～３月 ９：30～16：30
休館日…月曜日･年末･１月･２月

清水園
（足軽長屋／堀部安兵衛伝承館） 入園料 400円 600円 250円 700円 300円

３月～10月 ９：00～17：00
11月～２月 ９：00～16：30
休園日…年末、１月と２月の水曜日

※小･中学生は日曜･祝日は入館無料　※各種割引との併用はできません

北方文化博物館
新潟市江南区沢海2-15-25
☎025-385-2001

北方文化博物館新潟分館
新潟市中央区南浜通2-562
☎025-222-2262

清水園（足軽長屋／堀部安兵衛伝承館）
新発田市大栄町7-9-32
☎0254-22-2659

北方文化博物館
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ゴルフ場

▶利用資格　会員のみ
▶利用回数・補助額

利用の範囲 利用回数

ニピイ指定のゴルフ場のみ
補助額（１回2,000円） 利用補助券で年度内２回まで
会員証提示割引 何回でも利用できます

＊利用補助券は会員証提示割引と併用できます（一部、利用できない日もありますので予約時にご確認ください）

▶利用方法
⑴指定ゴルフ場へ、直接、予約をしてください。
　予約の際は、「ニピイ会員で利用補助券、会員証提示割引を利用すること」を必ずお申し出ください。

＊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。
＊一部、割引・利用補助が受けられない日もありますので予約時に必ずご確認ください。
＊ゴルフ場メンバー、優待券利用、コンペ利用には、会員証提示割引は適用になりません。
＊精算方法・プレー料金についても予約時に確認しておきましょう。

⑵利用補助券申込書（巻末様式３）に必要事項を記入し利用補助券をお申込みください。
　＊ご利用予定日の1か月前より受付いたします。
⑶当日、プレー前の受付時に、会員証を提示してください。
　利用補助券を併用する会員は、利用補助券もあわせて提出し、ご利用ください。

▶指定ゴルフ場
新潟ゴルフ倶楽部 西蒲区峰岡744 TEL.0256（72）2562

新潟サンライズゴルフコース 北蒲原郡聖籠町 TEL.025（256）2216

紫雲ゴルフ倶楽部 新発田市元郷 TEL.0254(41)2471

笹神五頭ゴルフ倶楽部 阿賀野市押切 TEL.0250(62)6231

イーストヒルゴルフクラブ 阿賀野市保田 TEL.0250(68)5100

阿賀高原ゴルフ倶楽部 東蒲原郡阿賀町石戸4720 TEL.（代）0254(99)2911
（予約）0254(99)3777

湯田上カントリークラブ 南蒲原郡田上町 TEL.0256（57）3040

会員証提示割引 　全日/2,000円割引（税抜）※他割引券との併用不可　
　　　　　　　割引除外日/季節料金期間　特別料金デー　月・木サービスデー
　　　　　　　早朝・薄暮は割引対象外（利用補助券含む）

あてま高原リゾートベルナティオゴルフコース 十日町市珠川 TEL.025(758)4888

会員証提示割引 　レギュラー：平日/1,350円割引　土曜/3,400円割引　日・祝/2,900円割引
　　　　　　　その他季節料金（トップサマー、ショルダー）も割引有り　ご宿泊を伴う場合は、さらに1,000割引

石地シーサイドカントリークラブ 柏崎市西山町大崎873 TEL.0257(47)2121

会員証提示割引 　平日／1,000円割引　土・日・祝祭日／1,000円割引　割引除外日／サービスデー及び季節割引料金設定日

アパリゾート上越妙高の森ゴルフコース 妙高市桶海1090 TEL.0570(004)111

会員証提示割引 　平日／500円引き　土・日・祝祭日／1,000円引き　※セルフデー及び特別デーは割引対象外

タングラム斑尾東急ゴルフクラブ 長野県上水内郡信濃町古海 TEL.026(258)3511
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サントピアワールド　フリーキップ利用補助券

阿賀野市久保1-1
☎0250-68-3450

▶利用資格　会員と登録家族
▶利用回数　年度内10枚（登録家族数に関係なく）
▶利用方法　

ゴールデンフリーキップ　一部を除いて乗り放題
【発売日】 土日祝、春休み、GW、夏休み

おとな（中学生以上） 	2,600円	（一般4,200円）

発売日（利用日）は施設HPをご覧
ください。
フリーキップは入園料込みです。
記載の3券種以外への適用はで
きません。
冬季閉園期間がございます。

こども（3歳～小学生）	2,200円	（一般3,700円）

ウィーク10フリーキップ　指定の10機種が乗り放題
【発売日】 ゴールデンフリーキップ発売日以外の平日

おとな（中学生以上） 	2,400円	（一般3,100円）

こども（3歳～小学生）	1,900円	（一般2,600円）

ナイターフリーキップ　一部を除いて乗り放題
【発売日】 指定日の17:00～21:00

おとな（中学生以上） 	2,000円	（一般2,700円）

こども（3歳～小学生）	1,500円	（一般2,200円）
■新潟駅・新津駅からの無料シャトルバス運行しています（要予約）

⑴「利用補助券申込書」（巻末様式3）に必要事項を記入し、FAX等でお申込みください。
　お申込みはご利用予定日の1か月前より受付いたします。
⑵受付後、ニピイより利用補助券を普通郵便で送付いたします。
⑶利用当日、フリーキップをご購入の際に補助券を提出し代金をお支払いください。

フリーキップ（入園料込み）
をお得に購入できる
利用補助券です

▶利用資格　会員と登録家族
▶利用回数　会員証＋利用簿は各施設、月１回まで（大人料金のみ適用）

会員証提示割引は何度でもご利用できます
▶利用方法　入館時に受付で会員証を提示し、利用簿に必要事項をご記入ください。

施設名 区分
会員証＋利用簿 会員証提示割引 一般料金 営業時間･休館日

詳細は施設HPでご確認ください大人 大人 小中学生 大人 小中学生

北方文化博物館
入館料

400円 700円 300円 800円 400円
４月～11月 ９：00～17：00
12月～３月 ９：00～16：30
休館日なし

北方文化博物館
新潟分館 350円 150円 450円 200円

４月～11月 ９：30～17：00
12月～３月 ９：30～16：30
休館日…月曜日･年末･１月･２月

清水園
（足軽長屋／堀部安兵衛伝承館） 入園料 400円 600円 250円 700円 300円

３月～10月 ９：00～17：00
11月～２月 ９：00～16：30
休園日…年末、１月と２月の水曜日

※小･中学生は日曜･祝日は入館無料　※各種割引との併用はできません

北方文化博物館
新潟市江南区沢海2-15-25
☎025-385-2001

北方文化博物館新潟分館
新潟市中央区南浜通2-562
☎025-222-2262

清水園（足軽長屋／堀部安兵衛伝承館）
新発田市大栄町7-9-32
☎0254-22-2659

北方文化博物館
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▶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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▶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
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日帰り温浴施設（利用券）

▶利用資格　会員と登録家族

▶利用枚数　年度内28枚（登録家族数に関係なく）
＊下記施設の共通利用券となります。
＊利用券の追加申込・紛失等による再発行はできません。

▶利用方法　利用券は利用補助券冊子（別冊）にあります。
必要事項を記入のうえ、切り取ってご利用ください。

施設名 利用券料金
（　）は一般料金

会員証提示割引
＊利用券との併用不可 営業時間・休館日等

ホンマ健康ランド
新潟市中央区美咲町
TEL.025(283)4126

大　人890円（1,250円）
小学生490円（700円）
未就学児無料
深夜0:00以降割増料金1,800円

大人一般料金から
100円割引

（会員本人含め３名まで）

朝10:00～翌朝９:30（チェックアウト）
年中無休

浴衣・バスタオル・タオル付
〈トレーニングルームスパザ〉
利用料金は入館料に含まれる
利用は中学生（保護者同伴）以上
ウェア・シューズ有料レンタル有

百花の里　城山温泉
新発田市浦1040-1
TEL.0254(21)2626

大人450円（750円）
３歳～小学生250円（450円）
３歳末満無料

一般料金から100円割引
（会員本人のみ）

 10:00～21:00（20:00受付終了）
毎月第３木曜日

福寿温泉じょんのび館
新潟市西蒲区福井
TEL.0256(72)4126

大人550円（800円）
４歳～小学生350円（450円）
４歳未満無料

会員証提示割引は
ありません

10:00～22:00
毎月第１・３水曜日

　 （祭日にあたるときは、その
翌日）

　12／31～1／1
　 12、１月は第３水曜日

聖籠観音の湯
ざぶーん館
北蒲原郡聖籠町大字諏
訪山
TEL.0254(27)1126

大人450円（750円）
４歳～小学生250円（450円）
４歳未満無料

一般料金から100円割引
（会員本人のみ）

10:00～21:00
毎月第１・３火曜日

　 （祭日にあたるときは、その
翌日）

バスタオル・タオル付

野天風呂・湯元龍泉
村上市瀬波温泉
TEL.0254(52)5251

大人600円（900円）
３歳～小学生350円（500円）
３歳未満無料

大人は
一般料金から100円割引

９:00～22:00
　21:00受付終了

不定休

秋葉温泉　花水
新潟市秋葉区
草水町1-4-5
TEL.0250(24)1212

大人550円（950円）
３歳～小学生300円（550円）
３歳未満無料

一般料金から
100円割引

10:00～22:00
年中無休

貸バスタオル・タオル付

弥彦　桜井郷温泉
さくらの湯
西蒲原郡弥彦村
大字麓1970
TEL.0256(94)1126

大人650円（1,000円）
３歳～小学生420円（570円）
３歳未満無料

・一般料金から
大人100円　小人50円割引
・３名まで大人平日夜間
割引料金
600円より50円引（大人550円）

（土、日、祝日および当館指定日
を除く月～金曜日の17時以降）

10:00～22:00
不定休

浴衣・バスタオル・タオル付
（貸）

安田温泉　やすらぎ
阿賀野市保田6075-3
TEL.0250（68）1555

大人550円（850円）
３歳～小学生300円（400円）

（館内着は+100円です）
一般料金から100円割引

（会員本人のみ）

９:30～22:00
第２水曜日

　（祝日営業・翌日休館）
　※ １月・８月は無休
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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
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施設名 利用券料金
（　）は一般料金

会員証提示割引
＊利用券との併用不可 営業時間・休館日等

深層湯温泉
紫雲の郷
新発田市藤塚浜966番地
TEL.0254（41）1126

大人400円（600円）
３歳～小学生150円（300円）
３歳未満無料

（タオルセット＋100円）

会員本人含め３名まで
一般料金から50円割引

（大人のみ）

10:00～21:00
毎月第３木曜日

　（８月は無休）

さくらんど温泉
五泉市上木越甲423-1
TEL.0250（58）1611

大人350円（700円）
小学生100円（300円）
小学生未満無料

（タオル代別）

一般料金から
大人100円小人50円割引

９:30～21:30
毎月第２木曜日

八木ヶ鼻温泉
いい湯らてい
三条市南五百川16番地1
TEL.0256（41）3011

大人600円（900円）
小学生400円（600円）
小学生未満無料

一般料金から100円割引
（会員本人のみ）

10:00～22:00
第３水曜日

　（祝日営業・翌日休館）
　※ ３月・８月・10月は無休

ごまどう湯っ多里館
田上町大字田上丙3673-1
TEL.0256（57）6301

大人400円（700円）
平日のみタオル付
３歳～小学生200円（400円）
タオルなし

一般料金から100円割引
（同伴グループ全員）

10:00～22:00
　21:00受付終了

毎月第２火曜日
　（祝日の場合は翌日）

温浴施設（会員証提示割引）

▶利用方法　施設へ会員証を提示しフロントに料金をお支払いください。

施設名 会員証提示料金（　）は一般料金 営業時間・休館日等

神湯温泉倶楽部
魚沼市清本583番地
TEL.025（799）3350

大人600円（700円）
小人300円（400円）

平日17：00～　土・日・祝日18：00～
大人500円（550円）
小人300円（350円）

10:00～22:00
　21：00受付終了

不定休

鉱石ミネラル風呂
嵐の湯
新潟市西蒲区岩室温泉
340甲
TEL.0256（82）1118

大人1,900円（2,200円）
小人800円（1,100円）

10:00～21:45
　21：15受付終了

不定休
http ://www.oohash iya .
co.jp/

天然温泉薬石湯
嵐の湯　秋葉店
新潟市秋葉区新町１-62-４
TEL.0250（22）1114

大人1,900円（2,100円）
小人950円（1,050円）
６枚綴り回数券
9,500円（10,500円）

10:00～22:00
　21：00受付終了

不定休

抗酸化陶板浴
ゆらく駅南
新潟市中央区笹口1-14-3
ホテルターミナルイン1F
TEL.025（242）0600

大人1,000円（1,500円）
サウナ着・タオルセット500円

24時間営業
不定休

新発田温泉
あやめの湯
新発田市板敷795-1
TEL.0254（26）1173

大人370円（420円）

平日・土曜10:00～21:00
　祝日・日曜6:00～21:00
　20:30受付終了

第１、第３月曜日（祝日の場合翌日）
　12／31、１／１

※温浴施設共通利用券は使用できません


