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加入状況

本誌は毎月１日〜５日の間に到着す
るように発送しております。５日を
過ぎても届かない場合は事務局まで
お問い合わせください。
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52020年
月号

会 員 数 17,937名
事業所数 1,285事業所
令和２年４月１日現在

白壁通り　庭園講座と美食ランチ

●①６月４日（木）	 10：20〜14：15頃
②６月20日（土）	10：20〜14：15頃

●旧齋藤家別邸　他　　Ⓟあり（台数限定）　中央区西大畑町576番地
●会員と登録家族（会員と同居している親・配偶者・22歳までの子）
＊ご参加は高校生以上

●各回15名募集（最少催行人員５名）　申込多数の場合は抽選
●2,700円／名（一般参考料金4,500円）
●５月20日（水）締切
＊当選案内は５月21日発送予定です。選外の通知はありません。

●利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入し、
ＦＡＸ等でお申込みください。

旧齋藤家別邸と北方文化博物館新潟分館で池庭、枯山水、茶庭の鑑賞のツボをご案内します。
昼食は「日本料理　蘭（あららぎ）」にてニピイ特別ランチを味わいます。
若主人の「日本料理と器の話」もお楽しみに！

＊希望日を必ずご明記ください。
　(可能な方は第２希望まで)

スケジュール
10：20	 集合・受付　旧齋藤家別邸
10：30	 講座①　旧齋藤家別邸
	 講座②　北方文化博物館新潟分館
13：00	 昼食　蘭（あららぎ）
14：15頃	 解散

主催　庭
ていおくいちにょ
屋一如研究会

講師　同会主宰		藤井哲郎

●利用期間　６月30日（火）まで
●Gstudio〜Aerial	Yoga〜
新潟市中央区弁天３-２-１　マルキタ弁天ビル３F
火曜定休　＊提携Ⓟ利用で60分無料

●会員と登録家族（会員と同居している配偶者・親・22歳までの子）
＊利用券の対象は中学生以上　期間中１人１回

●レッスンは45分（スタジオ開場は15分前）
●中学生以上一律	1,100円(一般料金2,500円）
●①直接Gスタジオへ電話で予約をします。　℡：080-5435-7889（受付９：00〜21：00）
　＊「ニピイ会員で利用券を使用すること」をお申し出ください。
　＊予約は利用日の前日20時までにお願いします。
②予約の取れた方は、利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入し、利用券をお申込みください。
　＊利用券は１人１枚必要です。普通郵便で送付しますので余裕をもってお申込みください。
③ご利用当日、利用券を提出し、料金（1,100円）をお支払いください（現金精算）。

●持ち物　タオル、飲み物、着替え　＊動きやすい服装でお越しください。

ハンモックヨガ
新Styleヨガ＆エクササイズ！布を使うことで、普段使わない筋肉にアプローチ。
楽しく体幹＆免疫力アップを目指しましょう！最大５名までの少人数レッスンなので、
初めての方も、安心して体験できます！

■新型コロナウイルス感染症対策に関するご案内
　	新型コロナウイルス感染症の影響が続いています。
　	ご利用施設の最新情報は各施設の公式サイト等でご確認ください。
　	なお、今後の状況により、掲載イベントの中止やコンサートなどの
　	チケット発送が遅くなる場合がありますのでご了承ください。

■中止決定のイベントなど
　	胎内ワラビ採り（5/9、16、21）
　	田植え体験in弥彦村（5/10）
　	身近な「風水」「手相」講座（5/17）
　	劇団四季『コーラスライン』（チケット）

M&Oplaysプロデュース『リムジン』（チケット）
ディズニー・オン・アイス（チケット）
郷ひろみ（チケット）

service center news 　1



摘みたてを味わおう！ いちご狩り利用券
新潟ブランド「越後姫」など、甘酸っぱい春の味覚をお楽しみください。

●利用券のご利用は５月31日（日）まで（予定）　＊期間中無休
品不足等の場合、期間前に閉園となる場合があります。

●ご利用は会員と登録家族（会員と同居の配偶者･親･22歳までの子）のみ
＊利用券の対象は３歳以上

●１会員１セット（２枚つづり）限り　＊登録家族数に関係なく
●食べ放題･摘み取り（量り売り）に利用券１枚で500円分として利用できます。
お１人１枚の利用とし１人で複数枚の利用はできません。差額は別途お支払いください。

●５月20日（水）募集締切
●（１）利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入のうえ、利用券をお申込みください。
　　＊２施設共通利用券です。受付後、１週間以内に普通郵便で発送します。
　　＊複数の会員でお申込みの場合は事業所への送付といたします。
（２）ご利用当日、利用券を提出し、料金をお支払いください。

契　約　施　設 開園時間 品　　種 そ　の　他

フルーツランド 白根グレープガーデン
南区鷲ノ木新田573	℡025-362-5535

10:00〜17:00
なくなりしだい終了

越後姫･章姫
ほか多種

いちごの実が少ない日や、春休み･GW･週
末は食べ放題ができない場合があります。
いちご園の状況をご確認のうえ、お出かけ
ください。

タカギ農場
北区新崎2757　℡025-259-8111

10:00〜16:00
なくなりしだい終了 越後姫

№ 会員氏名 会員番号 申込内容（1会員1枚限り）
１
（申込代表者）

1枚	（額面10,000円分）

２ 1枚	（額面10,000円分）

３ 1枚	（額面10,000円分）

４ 1枚	（額面10,000円分）

５ 1枚	（額面10,000円分）
＊お届け先は「事業所のみ」となります。　＊事務手数料軽減のため事業所単位でお申込みください。　＊振込用紙は申込代表者のお名前で発行します。

クオ･カード 10,000円券
●会員本人のみ、１会員１枚限り（登録家族数に関係なく）　＊送付先は事業所のみ
●１枚9,000円（額面10,000円）
●800枚募集（応募多数の場合は抽選）
●５月24日（日）締切	＊締切後の申込みやキャンセルは受付できません。
●下の申込書に必要事項を記入し、FAX等でお申込みください。
６月下旬、宅配便で事業所宛てに発送します。
到着後、同封の振込用紙で１週間以内に代金をお振込みください。

	クオ・カード申込書	 申込先：FAX025-201-6117
事業所名：

営業所などの場合は「〇〇営業所・〇〇支店」まで明記 日中連絡の取れる電話番号

（　　　　　　）

お届け先：事業所のみ
事業所の住所を必ずご記入ください

〒

有効期限はありません。
使えるお店はホームページでご確認ください。
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ラーメンクーポン
人気ラーメン店のおいしい一杯をお楽しみください。

【発行】ニピイ（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター

ラーメンクーポン

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。
●本券１枚で１杯のみ、他の割引との併用はできません。
●本券は下記店舗のみ有効です。

※下記に記入のない場合は使用できません

めん類１杯
200円割引
※精算時に提出
※現金精算のみ

期 間
R02.5.7㊍～R02.6.30㊋

事業所名

会員番号

利用者氏名

譲渡・コピー不可

ラーメン亭吉相　県庁前店／物見山店／イオンモール新潟南店
ラーメン亭一兆　黒埼店／河渡コメリ店
ラーメン亭孔明　長潟店

【発行】ニピイ（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター

ラーメンクーポン

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。
●本券１枚で１杯のみ、他の割引との併用はできません。
●本券は下記店舗のみ有効です。

※下記に記入のない場合は使用できません

めん類１杯
200円割引
※精算時に提出
※現金精算のみ

期 間
R02.5.7㊍～R02.6.30㊋

事業所名

会員番号

利用者氏名

譲渡・コピー不可

ラーメン亭吉相　県庁前店／物見山店／イオンモール新潟南店
ラーメン亭一兆　黒埼店／河渡コメリ店
ラーメン亭孔明　長潟店

●５月７日（木）〜６月30日（火）
●ご利用は会員と登録家族（会員と同居の配偶者･親･22歳までの子)
●１会員２枚限り　＊紛失、追加等による再発行はいたしません
●クーポンのご利用で、めん類が200円割引となります。
●クーポン券に必要事項を記入のうえ、切り取ってご利用ください。
（クーポン券は精算時に提出／現金精算／他の割引との併用不可）

ラーメン亭吉相
ラーメンこってり

ご利用は下記の契約店舗のみ
ラーメン亭 吉相 
県庁前店／物見山店／イオンモール新潟南店
ラーメン亭 一兆 
黒埼店／河渡コメリ店
ラーメン亭 孔明 
長潟店

● ご利用は会員および登録家族に限り
ます
●本券１枚につき１名様のご利用です
●各種割引との併用はできません
●本券は下記３店舗のみ有効です

新潟グランドホテル 館内レストラン
中央区下大川前通 3-2230
ベルビュー 025-228-6170（直）
静香庵 　　025-228-6171（直）
慶　楽　　 025-228-6172（直）

事業所名

会員番号

利用者氏名
【発行】（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター【ニピイ】

新潟グランドホテル ランチクーポン

＊下記に記入のない場合は使用できません

※入店時に提出　※現金精算

ベルビューお魚ランチ 1,500円
ベルビューお肉ランチ 1,770円
静香庵 小さな点心 1,590円
慶　楽 味わいランチ 1,320円

譲渡・コピー不可

期 間
R2.5.11（月）～R2.7.31（金）

新潟グランドホテル ランチクーポン
新鮮な地元食材を使ったヘルシーなランチメニューをお楽しみください。
●５月11日（月）〜７月31日（金）
ランチタイム11：30〜14：15L.O

●新潟グランドホテル	館内レストラン（中央区下大川前通3-2230）
ホテル駐車場２時間無料（満車時は近隣有料駐車場を各自で負担）

●ご利用は会員と登録家族（会員と同居の配偶者･親･22歳までの子）
＊クーポン券の対象は小学生以上

●１会員２枚限り　＊紛失･追加等による再発行はいたしません
●クーポンのご利用で下記のランチメニューがご利用になれます。

●クーポン券に必要事項をご記入のうえ、切り取ってご利用ください。
（クーポンは入店時に提出／現金精算／各種割引との併用はできません）
期間中は混雑が予想されます。事前のご予約をおすすめします。

フランス料理
レストラン
tel	025-228-6170（直通）

日本料理
レストラン
tel	025-228-6171（直通）

中国料理
レストラン
tel	025-228-6172（直通）

ベルビューランチ
お魚1,500円（一般2,000円）
お肉1,770円（一般2,300円）
スープ･メイン（お肉orお魚）
サラダ･パンまたはライス
デザート･コーヒーまたは紅茶

小さな点心
1,590円（一般2,100円）

焼物八寸	
お食事	
水菓子

味わいランチ
1,320円（一般1,800円）
日替りメイン･副菜一品	
サラダ･点心･白飯または粥	
ザーサイ･スープ･杏仁豆腐

● ご利用は会員および登録家族に限り
ます

●本券１枚につき１名様のご利用です
●各種割引との併用はできません
●本券は下記３店舗のみ有効です

新潟グランドホテル 館内レストラン
中央区下大川前通 3-2230
ベルビュー 025-228-6170（直）
静香庵 　　025-228-6171（直）
慶　楽　　 025-228-6172（直）

事業所名

会員番号

利用者氏名
【発行】（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター【ニピイ】

新潟グランドホテル ランチクーポン

＊下記に記入のない場合は使用できません

※入店時に提出　※現金精算

ベルビューお魚ランチ 1,500円
ベルビューお肉ランチ 1,770円
静香庵 小さな点心 1,590円
慶　楽 味わいランチ 1,320円

譲渡・コピー不可

期 間
R2.5.11（月）～R2.7.31（金）



Excelステップアップコース
Excelビギナーからのステップアップコースです。
エクセルでグラフや表を作りながら、仕事で役立つテクニックを習得しましょう。
さらに、パワーポイントを使ってわかりやすい資料に挑戦！

仕事で実践！

●６月13日（土）９：30〜16：30（受付９：00〜）
●ビジネス・インターネットカレッジ新潟校
中央区南笹口1-1-54	日生南笹口ビル2Ｆ（駐車場の台数制限があります）

●ご参加は会員本人のみ　＊仕事でExcelを使ったことのある方が対象
● 16名募集（応募多数の場合は抽選／最少催行10名）
●１名2,500円（テキスト代込、一般参考料金6,000円）　＊現地支払
＊仕事に役立つ「スキルチェックシート」付き

●５月25日(月）締切　＊案内は当選者のみ５月28日発送（選外通知なし）
●利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入し、ＦＡＸ等でお申込みください。

Menu
・Excelで表とグラフを作る

日付の表示を変更しよう
データを選択できるリストを作ろう
よく使う関数を使おう
グラフは2ステップでできる！

・PowerPointを使って資料を作る
Excelの表やグラフを貼り付けて
わかりやすい資料を作ろう

サントピアワールド  フリーキップ利用補助券
入園料と乗り放題フリーキップがセットになったお得なプランです！
●ご利用は会員と登録家族(会員と同居の配偶者・親・22歳までの子)
＊対象は３歳以上

●年度内10枚まで（登録家族数に関係なく）　＊紛失･追加等による再発行不可
●2021年３月31日まで使える通年利用券　＊発売日(利用日)は施設HPでご確認ください
●（１）	利用ガイド巻末「利用補助券申込書」に必要事項を記入のうえ、FAX等でお申込みく

ださい。利用予定日の１か月前より受付。利用券は１人１枚必要。
（２）受付後、１週間以内に利用補助券を普通郵便で発送します。
（３）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。

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）
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）

阿賀野市久保１-１
TEL.0250-68-3450

スポーツ教室参加補助券
新潟市内の公共体育施設で開催されるスポーツ教室の参加費を補助します。

●ご利用は会員と登録家族（会員と同居の配偶者・親・22歳までの子）
＊対象は小学生以上

●１会員１セット限り（３枚綴り）　＊登録家族数に関係なく
※紛失･追加等による再発行はいたしません。

●スポーツ教室の参加費を1,000円補助します。
・スポーツ教室の参加は各施設へ直接お申込みください。
・参加費2,000円以上の教室１コースにつき１枚ご利用できます。
・横越総合体育館、西川総合体育館では、メンバーズチケット（30枚チケット）
　を購入する際にご利用できます。
・他の割引、クーポンとの併用も可能です。
・詳細は各施設ホームページなどでご確認ください。

●2021年３月31日まで有効
●（１）利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入し、FAX等でお申込みください。
（２）各体育施設のスポーツ教室で補助券を提出し、参加費をお支払いください。

利用できる施設

北　区
豊栄総合体育館
遊水館
北地区スポーツセンター

東　区
東総合スポーツセンター
新潟市庭球場
下山スポーツセンター

中央区

鳥屋野総合体育館
西海岸公園市営プール
新潟市陸上競技場
新潟市体育館

江南区 亀田総合体育館
横越総合体育館

南　区
白根カルチャーセンター
白根総合公園屋内プール
味方体育館

西　区 西総合スポーツセンター
黒埼地区総合体育館

西蒲区 西川総合体育館
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■利用資格　会員と登録家族（会員と同居している配偶者・親・22歳までの子）
■申込枚数　	会員と登録家族１人１枚まで（申込上限のある公演は別途記載）
■申込方法　	利用ガイド巻末「チケット申込書」に必要事項を記入し、FAX等で

お申込みください。
　　　　　　申込書に記入もれがある場合は受付できませんのでご注意ください。
■チケットのお申込みにあたって
　●	締切日厳守でお申込みください。締切後の追加手配はできません。
　●		申込後のキャンセルはお受けできません。不明な点は、事前にご確認ください。
　●各公演の席次は販売元からの配券によるため、ご要望に添うことができません。
　●車椅子席は販売元のみの取り扱いとなります。

■チケットの発送について
　●先着順のチケットは、１週間以内の到着を目指し発送します。
　●		抽選のチケットは、締切後、ご案内を10日以内に発送します。	
（ご案内は当選者のみ発送、選外通知はありません）	
その後、当選者にはチケット現物を公演日の１ケ月前〜１週間前までに
送付します。

■チケット代金のお支払いについて
　		チケット送付時に専用振込用紙（振込手数料ニピイ負担）を同封します。	
専用振込用紙を使って指定銀行窓口よりお支払いください。

■購入者の個人情報は必要な範囲において販売元へ提供する場合があります。

公演の延期・中止についてお知らせ
●新型コロナウイルス感染症予防の影響で各種公演の延期や中止が懸念されます。

募集中の場合：予告なく募集を中止することがあります。
当選通知や実券が届いている場合：販売元より変更情報が入りしだい文書でご案内します。
お手元に券がある場合は、中止や延期がわかってもチケットを捨てないでください。

●チケットの送付が公演の１週間前になります。
延期・中止の判断が必要なためチケットの送付が通常より遅くなります。
１週間前になってもチケットが届かない場合はニピイまでお問い合わせください。

石崎ひゅーい Band Tour 2020「Parade for You」
● 2020年６月21日（日）17:30
● 新潟LOTS
● スタンディング4,410円	
（一般4,900円）20枚
● ５月17日（日）締切
※	応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※	ドリンク代別。チケットには整理番号つき。
※	６歳以上チケット必要。５歳以下入場不可。

純烈コンサート2020　YOU ARE MY SUNSHINE !!!!
元戦隊ヒーロー出身俳優中心のメンバーで構成された４人組グループ。
シングル「プロポーズ」が10万枚を超え、2018年９月度ゴールドディスクに認定。
予定曲：スターライト札幌、今夜はドラマチック、星降る夜のサンバ、キサス・
キサス東京、幸福あそび、愛でしばりたい　他
● 2020年７月２日（木）	
昼の部14:00／夜の部18:00

● 新潟県民会館
● 全席指定3,700円（一般7,000円）各20枚
● ５月17日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児童入場不可
※希望の部をご記入ください

ORANGE RANGE LIVE TOUR 020 
～NAKED×REFINISHED-3 mics and back sounds-～
● 2020年７月19日（日）18:00
● 新潟LOTS
● スタンディング4,500円（一般5,000円）20枚
● ５月17日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※小学生以上チケット必要　※ドリンク代別
※	お客様のご判断にて未就学児童のご同伴を
お願いいたします。そのことに伴う事故に
つきましては主催者・会場等は一切の責任
を負いません。
※	お客様を含む会場内の映像・写真が公開さ
れる事がありますので予めご了承下さい。

天童よしみ コンサート2020
● 2020年７月29日（水）14:00
● 新潟県民会館
● 全席指定4,650円（一般7,000円）20枚
● ５月17日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児童入場不可
※３月23日（月）公演の延期公演となります。

舟木一夫コンサート2020
予定曲：	高校三年生・学園広場・	

銭形平次・修学旅行・	
絶唱　他

● 2020年８月３日（月）14:00
● 新潟県民会館
● 全席指定4,650円（一般8,000円）	
20枚

● ５月17日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児童入場不可
※４月14日（火）公演の延期公演となります。

T-BOLAN LIVE HEAVEN 2020 「the Best」～繋～
● 2020年８月29日（土）17:30
● 新潟県民会館
● 全席指定6,120円（一般6,800円）	
20枚

● ５月17日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※	４歳以上有料、３歳以下膝上可	
（ただし席が必要な場合は有料）
※３月29日（日）公演の延期公演となります。

お申込条件をご確認のうえお申込みくださいニピイのチケット斡旋お得です!!
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宝塚歌劇月組全国ツアー　新潟公演
《主演》月城かなと
グランド・ミュージカル『ダル・レークの恋』	
作／菊田一夫　監修／坂井澄夫　潤色・演出／谷貴矢
● 2020年９月10日(木)	昼の部14:00／夜の部18:00
● 新潟県民会館
● 全席指定Ｓ席7,470円	
（一般8,300円）昼30枚、夜50枚
● ５月24日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児入場不可
※希望の部（時間）をご記入ください

ソロデビュー20周年 上妻宏光「生一丁！」 
Tour 2020-2021“伝統と革新”
上妻宏光ソロデビュー20周年。原点である津軽五民謡を“生音”で披露し、“生き様”
で魅せる！ 2020年、原点回帰。通算100公演を数える「生一丁！」Tourが、5年
ぶりに決定！数々の津軽三味線大会で優勝するなど輝かしい実績を持ち、ジャン
ルを超越して国内外の様々なアーティストと共演しながら伝統楽器の可能性を追
求してきた上妻宏光。真骨頂である津軽三味線の一流の技術と“生音”の響きを体
感できるプレミアムな公演を体感して欲しい！
● 2020年９月５日（土）14:00
● りゅーとぴあ・能楽堂
● 全席指定5,400円（一般6,000円）20枚
● ５月17日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児童入場不可

米村でんじろうサイエンスショーin長岡
でんじろう先生のアッと驚く実験の数々！	
長岡市立劇場が巨大な実験室に大変身！
● 2020年９月20日(日)１回目13:00／２回目15:30
● 長岡市立劇場
● 全席指定2,520円（前売2,800円）	
各30枚

● ５月24日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※	３歳以上有料。２歳以下は保護者１名に	
つき１名無料。但し、お席が必要な場合	
は有料。
※希望の時間をご記入ください

※	画像はイメージです。当日の実験内容とは異なることがあります。

MYSTERY NIGHT TOUR 2020  
稲川淳二の怪談ナイト
● 2020年９月12日（土）17:30
● りゅーとぴあ・劇場
● 全席指定5,040円（一般5,600円）	
20枚

● ５月17日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児童入場不可

春風亭一之輔 独演会
● 2020年10月７日（水）13:00
● りゅーとぴあ・劇場
● 全席指定3,330円（一般3,700円）20枚
● ５月19日（火）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

きかんしゃトーマス　ファミリーミュージカル 
ソドー島のたからもの
きかんしゃトーマスと仲間たちが繰り広げる歌
と踊りがいっぱいのステージショー。大迫力の
映像も駆使したオリジナルストーリーです。
● 2020年９月26日(土)	
１回目13:00／２回目15:30

● 新潟テルサ
● 全席指定2,700円（一般3,000円）各30枚
● ５月24日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※	２歳以上有料。１歳以下は保護者１名につき１名	
膝上鑑賞無料。但し、席が必要な場合は有料。

※希望の時間をご記入ください

©宝塚歌劇団　※写真は公演内容とは異なります。

©2020Gullane (Thomas) Limited.



お知り合いの事業所をご紹介ください
日頃よりニピイをご利用いただき、ありがとうございます。
サービスセンターの事業は、会員が増えれば増えるほど、より充実した事業を提供することができます。
ぜひ、皆さまのお知り合いやお取引先をご紹介ください。

未加入事業所の紹介特典（ご紹介くださると）
■未加入事業所をご紹介いただいた方には
　1,000円分の商品券をプレゼントいたします。
■	さらに、ご紹介をいただいた事業所が加入した場合には、入会者1人につき、1,000円分の商品券をプレ
ゼントいたします。
　【例】	20人の事業所が入会されますと1,000円×20人＝20,000円分の商品券をプレゼントいたします。

紹 介 カ ー ド
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 	 FAXの場合は、切り取らずにこのままFAXしてください。- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

新規加入事業所の特典
■新規でご加入いただいた事業所には、下記の商品券をプレゼントいたします。

≪最大30,000円≫
新規入会者数 商品券金額 新規入会者数 商品券金額

	2	名から	5	名様 	 2,000円 31名から40名様 15,000円
	6	名から10名様 	 3,000円 41名から50名様 20,000円
11名から20名様 	 5,000円 51名様以上 30,000円
21名から30名様 10,000円

紹　介　者
〈事業所名〉 〈お名前〉

〈住　　所〉 〈	T	E	L	〉

紹介事業所
〈事業所名〉 〈ご担当者名〉

〈住　　所〉 〈	T	E	L	〉

〈代表者名〉 〈従業員数〉

約　　　　　　　　人

（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター　FAX 025-201-6117

≪最大40,000円≫
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■５月の慶弔給付金対象者
対象者 ５月１日付でニピイ会員の資格があり下表に

該当する方

請　求 事由発生日を迎えてから６か月以内
＊事由発生前のご請求は受付できません。

給付種類 対象者
勤続祝金（満10年） 平成22年５月入社
勤続祝金（満15年） 平成17年５月入社
勤続祝金（満20年） 平成12年５月入社
勤続祝金（満25年） 平成７年５月入社
勤続祝金（満30年） 平成２年５月入社
勤続祝金（満35年） 昭和60年５月入社
成人祝金 平成12年５月生まれ
還暦祝金 昭和35年５月生まれ
水晶婚祝金 平成17年５月結婚
銀婚祝金 平成７年５月結婚

＊ 結婚・出産などの祝金、傷病・災害・死亡などの見舞
金は、事由発生の都度ご請求ください。

■新規入会事業所紹介 （４月入会：７事業所）
・（福）新潟もぐら会　すまいるはうす	 江南区亀田中島
・小林事務機（株）	 中央区米山
・（福）新潟もぐら会　ハロー･キッズ	 東区海老ケ瀬
・（株）マルエイ	 東区桃山町
・（株）新交企画	 中央区幸西
・（株）新研基礎コンサルタント	 江南区山二ツ
・（一社）医療福祉研究会	 西区青山

事務局からのお知らせ

ナンプレ 数字パズル 正解発表
前月号掲載の「ナンプレ	数
字パズル」の正解を発表し
ます。404名の方々よりご
応募いただき、誠にありが
とうございました。正解者
の中から抽選で50名に商
品券500円分をプレゼント
いたしました。

７つの間違い探し（中級）  【５月20日必着】
A B

Bの絵の７つの間違い部分を〇で囲み、必要事項を記入のうえ、ニピイまでＦＡＸまたは郵送でご応募ください。
正解者の中から抽選で50名に図書カード500円分をプレゼントします。

事業所名

会員番号 －
会員または家族

氏名
送付先に○

事業所／自宅
〒

【ニピイへ一言】

■郵便、FAXの受付について
ニピイでは、各種申込みを郵便やFAXで受付けています。
締切日（必着）厳守で業務を行っていますので、受付の確認が必
要な場合は、お電話でお問合わせをお願いします。特に、入会・
退会の手続きや、給付金の申請等、ご注意をお願いします。

■入会・退会の手続き
ニピイの入退会は月単位で管理しています。入会は書類受付
日の翌月１日からの加入、退会は書類受付日の月末での退会
となります。ただし、毎月５日まで猶予期間を設けておりま
すので、この期間中であれば当月の入会や前月末の退会にも
対応いたします。詳しくは利用ガイドをご参照いただくか、
事務局へお問合わせください。

  次 号 予 告
・ノラ・クチーナランチクーポン
・シュークリームクーポン

・ジェフグルメカード
・ジェラートクーポン

	※内容は変更になる場合があります
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