新潟市観光・文化検定

新潟市観光・文化検定公式名刺

この度は、新潟市観光・文化検定

あなたが答えた問題が
１枚につき１問掲載！
名刺を使って
ニイガタをPRしよう！

２級合格おめでとうございます。
２級合格のみなさまには、

価格: 2,000円（税込）
１セット：100枚

新潟市の各種施設

お申込み・お問い合わせ先

利用料割引特典がございます。

情報工房DOC 和合店

〒950-0985
新潟市中央区和合町2-4-18 第一和合ビル1F
TEL025-281-3350
FAX025-284-7382

２ 級 合 格

ご優待案内

取 扱 店 舗
［中央区］
情報工房DOC 和合店
情報工房DOC 朱鷺メッセ店
情報工房DOC 新潟市役所前店
タカナシカメラ桜木店
［秋葉区］
コダカメラ
［江南区］
情報工房DOC 亀田店
井浦カメラ店
カメラパレス
［西区］
ニューアート本店
ニューアート大野店
フオトリラックス
モノクローム新潟
［東区］
写真のきよし
［南区］
保苅写真館

950-0985
950-0078
951-8544
950-0948

ぜひ、活用し、もっともっと
新潟のことを知って下さい。

新潟市中央区和合町 2-4-18 第一和合ビル1F
新潟市中央区万代島5番地1号 万代島ビル2F
新潟市中央区白山浦 1−613
新潟市中央区女池南 1-3-2

956-0864 新潟市秋葉区 新津本町 2-5-31
950-0134 新潟市江南区亀田曙町４-12-1
950-0163 新潟市江南区亀田町東船場1-2-41 亀田駅前通り
950-0161 新潟市江南区亀田中島３−７−１
950-2011
950−1111
950-2111
950-2074

新潟市西区小針上山5番18号
新潟市西区大野町3307
新潟市西区大学南2-2-12 マツビル102
新潟市西区真砂 3-1-5

950-0861 新潟市東区中山 6−27−9
950-1217 新潟市南区白根2743

合格認定証、身分証明書をご提示のうえ、お申込み下さい。

ご利用期間：認定日より３年間
ご利用方法：施設にて、２級認定
証をご提示下さい。

検定に関するお問い合わせ先

各種施設利用料

割

引

特

典

※運転免許証や本人確認ができるものの
ご提示を求める場合がございますが、
ご了承下さい。

新潟市観光・文化検定実行委員会事務局

〒950-8572 新潟市中央区八千代2丁目3-1 NST新潟総合テレビ事業局内
（土日・祝日・年末年始を除く 10：00〜18：00）

公式ホームページ
携帯サイト

行って、見て、知ろう！新潟の文化
①新潟市歴史博物館 みなとぴあ

②新津記念館

開放感溢れる敷地には、博物館本館、旧新潟税関
庁舎、旧第四銀行住吉町支店などの建物や、堀・
柳などが配され、明治から昭和にかけての時代
を再現しています。
●開館時間

４月〜９月 ９：30〜18：00
10月〜３月 ９：30〜17：00
●休 館 日 月曜日（休日の場合は翌日）
祝日の翌日（土・日の場合は火曜日）
年末年始（12／28〜１／３）など
新潟市中央区柳島町2-10
TEL

025-225-6111

優待内容 観覧料に団体料金を適用します（２割引）

新潟市中央区西船見町
5932番地561
TEL

025-222-7612

⑦新津鉄道資料館

新潟市中央区旭町通1-754-34

025-228-5050

TEL

0250-24-5700

TEL

025-375-1300

優待内容 入館料800円のところ720円に割引
小・中学生 400円→360円

⑤亀田郷土資料館

新潟市中央区南浜通２番町562
TEL 025-222-2262

優待内容 入館料 団体料金
大人450円→350円
小人200円→150円

⑥豪農の館（財）北方文化博物館
旧亀田町役場庁舎を利用し、亀田郷の昔を今に
伝える生活用具・稲作道具などを中心に展示し
ている資料館です。亀田袋津祭りの燈籠、
新潟市
指定文化財のパネル類なども展示しています。

越後の大地主伊藤家の旧邸宅を公開。地主時代
の文献や歴代当主のコレクションを展示してお
り、
正三角形の書斎は必見です。又、
売店では入
手の難しい地酒などを販売しています。

●開館時間 ９:00〜17:00
●休 館 日 月曜日（祝日又は振替休日の場合
はその翌日）
、祝日又は振替休日の翌日、年末
年始
（12／28〜１／３）

●開館時間
●休 館 日

●開館時間

優待内容
入館料 一般 500円→400円 大学生 300円→240円
高校生 200円→160円 中学生・小学生 100円→80円
新津は、
信越本線、
羽越本線、
磐越西線の３線が交差する
鉄道の要衝にあり、機関区や電務区などの現場機関も
多数設置され、かつては
「鉄道のまち」
と呼ばれていまし
た。昭和58年10月14日
（鉄道記念日）
に開館した新津
鉄道資料館は、鉄道のあらゆる分野を網羅した資料館
で、平成10年4月1日に現在の場所へ移転、リニューア
ルオープンしました。この資料館には、銘板や機関車、
車輪とレールなどの21の展示室が設けられています。

優待内容 入館料 大人 200円のところ100円に割引
小人（中学生以下）100円のところ50円に割引
※なお、土日祝日の小人の入館料は、無料です。

⑩澤将監の館

新潟市西蒲区打越甲434番地

●開館時間 10：00〜16：00
●休 館 日 月曜日
（祝祭日の場合は開館、
翌日
休館）
・お盆・年末・１月〜２月

新潟市の名誉市民であり、優れた東洋美術史家、
歌人、書家でもある會津八一。その作品、遺品等
を収集、保管し、展示することにより、八一の業
績を分かりやすく紹介している。

新潟市江南区亀田新明町
1-2-3
TEL

優待内容 観覧料に団体料金を適用する。
一般100円のところ80円、
小・中学生50円のところ20円に割引

TEL

025-372-3006

旧笹川家住宅は、日本でも有数の規模を持つ近
世後期の大庄屋の住宅です。地域の発展を主導
した「豪農」の気概を、今に伝えています。隣接
する曽我・平澤記念館との共通入場券です。
●開館時間 ９:00〜17:00
（最終入館16:10）
●休 館 日 月曜日（休日の場合は翌日）。休日の
翌日（土曜日が休日の場合は火曜日）。12月28
日〜翌年１月３日まで。
優待内容 入館料 高校生以上 500円のところ400円に割引
小・中学生 300円のところ200円に割引
（常に、小・中学生は、土・日・祝日無料です。）

⑪しろね大凧と歴史の館
澤将監は澤家の先祖にあたり、本来は甲斐の国
で武田信玄の家臣として仕えていました。現存
する正確な家相図を基に、宮大工の手により釘
を一本も使わずに造られた建物です。

世界最大級の凧の博物館。24畳大の白根大凧
をはじめ、国内や海外（約30カ国）の凧約800点
を展示。工房と風洞実験室を備え、館内で凧作
りと凧揚げの体験ができます。

●開館時間 ９：00〜16：30
●休 館 日 月曜日（但し、祝日の場合はその翌日）

●開館時間 9：00〜16：30
●休 館 日 水曜日（祝祭日の場合は翌日）
、年
末年始（12/28〜1/3）

優待内容 入館料300円のところ200円に割引
中 之口先人館との共通券400円の
ところ300円

新潟市南区上下諏訪木1770番地1
TEL

025-372-0314

新潟市江南区沢海２丁目
15番25号
TEL

⑧重要文化財 旧笹川家住宅

新潟市南区味方216

４月〜11月 ９：00〜17：00
12月〜３月 ９：00〜16：30
●休 館 日 年中無休

９:00〜16:30
月曜日
（祝日の場合翌日）
・年末年始

025-382-1157

●開館時間 9：30〜16：30
（入館は16：00まで）
●休 館 日 毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は翌日）
及び12月28日〜1月3日
新潟市秋葉区新津東町２丁目
５番６号

明治28年頃の建築。明治末期に六代伊藤文吉
が新潟の別邸として購入したものです。會津
八一の歌書と良寛の墨跡を展示。

●開館時間 10:00〜16:00（入館は15:40）
●休 館 日 月曜日（祝日の場合は翌日休館、
展
示替え期間、冬期（11月下旬〜翌年４月上旬）

TEL

④新潟市會津八一記念館

③（財）北方文化博物館新潟分館
石油王・新津恒吉が外国人用迎賓館として昭和
13年に建てた西洋館（現新津記念館）は、１階に
英国様式、２階にフランス様式の客間と和室が
設けられ、高水準の建築美で魅了します。庭園
の散策も楽しめます。

優待内容 入館料 一 般 400円→300円
小・中高 200円→150円

025-385-2001

優待内容 入館料 団体料金
大人800円→700円
小人400円→300円

⑨新潟市潟東歴史民俗資料館
１階は、ふるさとの先人たちのコーナー。２階
は、
ありし日の鎧潟を偲ぶ鎧潟コーナーがあり、
珍しい漁具や鴨猟などの狩猟具が展示され、ま
た湿地帯での農具もあります。
●開館時間 ９:00〜16:00
●休 館 日 毎週月曜日（その日が祝日にあた
るときは火曜日）。祝日の翌日（その日が土・
日曜日にあたるときは火曜日）。12月29日
から１月３日。
新潟市西蒲区三方92番地
TEL

0256-86-3444

優待内容 入
 館料（潟東樋口記念美術館と共通券）
500円のところ400円

⑫中之口先人館
先人館では、中之口出身で様々な分野で活躍さ
れた先人の業績を示す資料を展示しています。
主に、第36代横綱 羽黒山政司、文学博士 小柳
司氣太、東映映画創設者 大川 博 他23名の先
人を紹介しています。
●開館時間 ９：00〜16：30
●休 館 日 月曜日（但し、祝日の場合はその翌日）

新潟市西蒲区中之口363番地
TEL

025-375-1112

優待内容 入館料200円のところ150円に割引
澤 将監の館との共通券400円のと
ころ300円
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秋葉温泉 花水
新潟県立植物園

湯吉

⓴ 中野邸美術館

イナホ博士

新潟の魅力あるミュージアム
⑬新潟市美術館

新潟市中央区西大畑町
5191-9
TEL

新潟市美術館は美の憩いの場として、1985年
10月13日に開館しました。郷土の美術文化の
創造と発展に寄与することを目的としています。
新潟の情緒を再現した堀と柳のある西大畑公園
との調和の中で、市民に愛され親しまれる開かれ
た美術館を目指し、
「みる、つくる、語る」の3つの
モットーを実現できるように施設内容に配慮さ
れています。
●開館時間 9:30〜18:00
●休 館 日 月曜日(祝日又は振替休日の場合
は、その翌日) 祝日又は振替休日の翌日(日
曜日にあたる場合は火曜日)
年末年始(12月18日〜1月3日)
優待内容 企
 画展・常設展観覧料に団体料金を適用します

025-223-1622

⑯巻菱湖記念館

幕末の三筆の一人巻菱湖の書を中心に、師匠で
ある亀田鵬斎や幕末の三筆の貫名菘翁・市河米
庵など江戸中期から昭和までの名筆をテーマに
そって毎月入替展示しております。

⑭敦井美術館

新潟駅前のビジネス街にある美術館。実業家の
敦井榮吉翁が蒐集した、近・現代の日本画や陶芸
の作品を中心に1,300点の作品を所蔵し、館蔵
品により年４回の企画展を開催している。近代
日本画と重要文化財の板谷波山の作品を初めと
する陶芸コレクションは特に充実している。
●開館時間
●休 館 日

TEL

025-247-3311

⑰雪梁舎美術館

約1500坪の公園内にたてられた純和風建築
の美術館。館内には梁の見える「新制展示室」、
八十六畳敷きの「常設展示室」のほか、
「マイセン
の部屋」、
「シャガールの部屋」、茶室「自在庵」
な
どの施設が配されている。公園には親鸞聖人の
歌碑が建てられており、池には二千年前の
「古代
蓮」が現代に生命を受け継いでいる。

●開館時間

９:00〜17:00
（最終入館16:30）
●休 館 日 12月28日〜１月15日
８月13日〜16日
新潟市東区河渡庚296-33
（株）創三舎内２階
TEL

025-271-9567

優待内容
大人 入館料500円のところ400円に割引
学生 入
 館料無料（展示内容により入館料をい
ただく場合は、２割引き）

癒しの新潟

優待内容 入館料500円のところ400円に割引

新潟市西区山田451
TEL

025-377-1888

多宝温泉だいろの湯は硫黄が主成分の天然温泉
で日本の日帰り温泉施設として大変珍しい３本
の源泉があり濾過はせず100％源泉掛け流し
で使用しております。大広間・貸切個室・お食事
処
「多宝亭」も完備しております。
●営業時間 10：00〜22：00
●休 業 日 年中無休

新潟市西蒲区石瀬3250
TEL

0256-82-1126

岩室温泉観光協会

岩室温泉は江戸時代より300年に渡り「霊雁の
湯」
として親しまれ、海・山・平野と自然条件に恵
まれた食材の豊富な土地。歴史と風土の中で培
われたお料理でお迎えいたします。

TEL

0256-86-3444

秋葉温泉 花水

TEL

0256-82-5715

025-281-2001

⑱新潟市新津美術館

●開館時間

10:00〜17:00
（入館は16:30まで）
●休 館 日 毎週月曜日 ただし、月曜日が祝
日の場合は翌日の火曜日 また、各展示期間
中に一回だけ月曜日を開館しています。
年末年始
（12月28日から1月4日まで）
※展示によって異なりますので詳しくはお問い
合わせ下さい。

TEL

新潟市秋葉区蒲ヶ沢109番地1

優待内容 観覧料の団体割引
（２割引）扱い

⑳（財）中野邸美術館

●開館時間 ９:00〜17:00（入館16:30まで）
３月20日頃〜11月30日まで
（例年）
（３月20日〜４月中旬はもみじ園は入れません）
●休 館 日 毎週水曜日（但し５月と11月は全て開館）
新潟市秋葉区金津598
TEL

0250-25-1000

優待内容 大人・大学・専門学校生の入館料100円引き
小中高生の割引なし（小中校生は通常100円。大人同伴必
要。但し夏休み期間中は無料） 11月は割引対象外

新潟市小須戸温泉健康センター花の湯館
花と緑の新潟市秋葉区で親しまれている日帰り
専用の温泉施設。明るく広々とした浴室は、和
風・洋風それぞれにバイブラジェット、サウナ、
露天風呂等の施設を完備している。
●開館時間 10:00〜21:00
●休 館 日 第 ２金曜日（祝日の場合は前日）、
12／30〜１／２

10：00〜22：00
不定休

優待内容 １グループの入館料100円引き
おとな 950円のところ850円
こども 550円のところ450円

0250-24-1212

0250-25-1300

●開館時間 ９:00〜16：00
●休 館 日 毎週月曜日（その日が祝日にあた
る時は火曜日）。祝日の翌日（その日が土・日
曜日にあたるときは火曜日）。12月29日か
ら１月３日。

●営業時間
●休 業 日

新潟市秋葉区草水町1-4-5

緑豊かな
「花と遺跡のふるさと公園」
にある黄色
い外壁の建物です。多様な企画展を年６〜７回
開催しています。大理石の階段が連なるアトリ
ウムでは、
コンサート等も開催されます。

明治から大正時代、
「日本の石油王」と呼ばれた
中野貫一、忠太郎親子。本館は親子２代で築き
上げた邸宅と紅葉園が一体となった空間美、芸
術として構成されています。

ヒーリングスパ「Casui」
日帰り温泉を一新する洗練された雰囲気で花と
緑が彩る館内。自慢の泉質は美肌効果のあるや
わらかで吸い付く様な湯感。好評のエステサロ
ンやレストランも完備され癒しの空間が充実し
ている。

優待内容 岩室温泉旅館に日帰り・宿泊のお客様に

新潟市西蒲区西中860番地

TEL

優待内容 入館料300円のところ200円に割引

旧潟東村出身の故樋口顕嗣氏が寄贈した美術品
があり、日本画・油彩画・彫刻・陶磁器・ガラス器・
銀器・漆芸品等多岐にわたり、中には旧華族ゆか
りのものもあります。

優待内容 入
 館料（潟東民俗資料館と共通券）
500円のところ400円

新潟市西蒲区三方92番地

お銚子一本又はソフトドリンクサービス

要予約※各施設にお問い合わせ下さい。
ゆもとや 0256-82-2015 ゆめや 0256-82-5151
富士屋 0256-82-4151 浜松屋 0256-82-5533
ほてる大橋 0256-82-4125 小松屋 0256-82-2021
綿屋
0256-82-2030 松屋
0256-82-5120
高島屋 0256-82-2001 すみのや 0256-82-2019
松葉屋 0256-82-2016 皆元
0256-82-2011
シンユ館 0256-82-2035

新潟市中央区新光町10-2

TEL

多宝温泉 だいろの湯（日帰り温泉）

大人 800円→700円
小人 400円→300円
※平日の10：00〜18：00に限ります。

●開館時間 10:00〜17:00
●休 館 日 日曜、
祝日

●開館時間 ９:30〜17:00
●休 館 日 毎週月曜日（但し祝祭日、
振替休日
の場合は翌火曜日）

⑲新潟市潟東樋口記念美術館

優待内容 入館料

平成８年５月に開館。土田麦遷、
小林古径、
横山
操などの県出身作家をはじめ、広重の保永堂版
「東海道五拾三次」全55図を揃えている。所蔵
品展とは別に年に数回、企画展を計画、音楽会、
講演会などもセットして、
多様な催しで、
お楽し
みいただいている。

10:00〜17:00
日曜・祝日と展示替期間及び年末年始

〉
優待内容 〈団体料金を適用いたします。
①一 般 500円→400円に割引
②大高生 300円→250円に割引
③中小生 200円→150円に割引

新潟市中央区東大通１丁目２-23
北陸ビル

⑮知足美術館

優待内容 大人・小学生の入館料100円引き
新潟市秋葉区
天ヶ沢新田498番地１
TEL

0250-38-5800

新潟を楽しむ
新潟市水族館

マリンピア日本海

日本海タワー

展示生物約450種２万点の日本海側有数の水族
館。水量約800トンの波のおきる日本海大水槽
ではマリントンネルから頭上を泳ぐ魚たちが見
られます。大人気のイルカショーは毎日開催。
●開館時間 ９:00〜17:00
※7月25日〜8月31日…９:00〜18:00、
1月2・3日…10:00〜17:00
●休 館 日 12月29日〜1月1日、３月の第１
木曜日とその翌日
新潟市中央区西船見町
5932-445
TEL

025-222-7500

優待内容 入
 館料 大人(高校生以上)1,500円の
ところ1,200円に割引 小人(小・中
学生)600円のところ480円に割引

水の駅「ビュー福島潟」

●営業時間
●休 業 日
新潟市中央区旭町通２番町
5229番地８
TEL

025-229-0020

９:00〜17:00
（入館は16:30まで）
●休 館 日 月曜（祝日の場合翌日）、年末年始

TEL

025-387-1491

優待内容
（大人）入館料300円のところ200円に割引
（子供）入館料100円のところ70円に割引

新潟市中央区女池3-1-1
TEL

025-283-3331

●開館時間
●休 館 日

新潟市秋葉区金津186番地
TEL

0250-24-6465

自然豊かな鳥屋野潟湖畔に位置する当館は、次
代を担う青少年が科学を正しく理解し、創造性
豊かに育っていくことを願い、昭和56年11月
に開館しました。見て、触れて、操作して、遊び
ながら科学に対する興味が湧くように展示設計
された本格的な参加・体験型の総合科学館です。
●開館時間 10：00〜17：00
※7月19日〜8月31日…10:00〜18:00
●休 館 日 毎 週月曜日（但し月曜日が祝日の
場合は翌日）
・年末年始
優待内容 入館料 大人550円のところ450円に割引
（小人割引なし）

信濃川ウォーターシャトル株式会社
常設の国内最大級の熱帯植物ドームには約
550種4,000株の熱帯植物が生育。そのほか
企画展や特別展ではチューリップやアザレア、
洋ラン、雪割草などを展示。一年を通じてお楽
しみいただける施設です。

●開館時間

新潟市北区前新田乙493番地

３月〜11月 ９:00〜17:00
12月〜２月末 10:00〜16:00
年末年始 12／29〜１／３

新潟県立植物園

国の天然記念物オオヒシクイをはじめとした
220種類以上の野鳥や北限のオニバス、一面の
菜の花が楽しめる自然の宝庫「福島潟」の自然や
歴史を紹介する水辺の情報発信施設。

人 400円→300円
優待内容 入館料 大
小中高生 200円→150円

新潟県立自然科学館
配水池という水道施設の上に建つ360°ガラ
ス張りの回転展望台。春夏秋冬それぞれに、美
しい新潟をお楽しみいただけます。喫茶コー
ナーも季節感のある一品が発見できます！

「水の都」
新潟市の象徴である信濃川に誰もが気
軽に利用できる水上バスを運航。
いつもとは違う目線で眺める景色に感動もひと
しおです。新潟の思い出づくりに最適です。
●営業時間
（事務所） ９：00〜18：00
●休 業 日 年中無休

９：30〜16：30（入館締切16：00）
月曜（祝日の場合は翌日）、臨時休館有

優待内容 入
 館料 大人600円・シルバー（65歳
以上）500円のところ480円に割引

新潟市中央区下大川前通二ノ町
2330-33
TEL

025-227-5200

優待内容 一日フリー乗船券
大人1,500円のところ1,100円
小人（小学生）750円のところ550円

