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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。

二二ピピイイ
s e r v i c e  c e n t e r  n e w s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62020年
月号

会 員 数 18,014名
事業所数 1,280事業所
令和２年５月１日現在

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
イベント開催等を自粛しています

　ニピイでは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当分の間、下記の対応といたしますので、
会員の皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

記
１　３密（密閉・密集・密接）となるイベントの開催を自粛します。
２　�イベント開催の代わりとして、クーポン券・商品券・各種カード等の斡旋回数を増やします。

また、クイズの掲載と当選者数も増やします。３つの密を避けながら、ご利用ください。
３　コンサートチケット等の募集あっせんを一時中止します。
　　（チケット当選済の方へは中止･延期の場合、個別に文書で通知します）

●申込方法　各商品のＱＲコードかURLから専用サイトにアクセスし、ご注文下さい。
詳しい内容や注意事項につきましては、サイト内でご確認ください。
※こちらはニピイへの申し込みはできません。

●申込期間　令和２年７月31（金）まで　※１会員につき１商品１セットまで

巣ごもり応援  お取り寄せ特別企画 インターネット申込限定
「全福市場」で紹介されているお取り寄せ商品の中から厳選したものを、ニピイ会員特別価格にてご購入いただけます。
お出かけのできないこの状況…おいしい食べ物で幸せを！！

訳あり�宮崎マンゴー
約１kg

　宮崎産は樹で100％完熟させているた
め、うまさが違います！「訳ありの理由」は、
外観が変形したり、キズ、黒みがあったり、
色が浅かったり…でも、中身や味は正真
正銘の宮崎県産完熟マンゴーです！

会員価格　4,380円（通常5,130円）
内 容 量　�１箱約１kg　２〜８個入り�

（大・小玉が混ざります）
６月中旬ごろから順次発送

URL：https://bit.ly/2Ks0soo
ＱＲコード

うまかあじたたき
10人前セット

　生食用で鮮度抜群の国産天然真鯵を１
人前パックにしました。解凍してそのま
まお召し上がりいただけます。
　さらに、専用のたれと刻みのりもつい
ています。

会員価格　3,280円（通常3,980円）
内 容 量　10袋（�１袋　鯵60ｇ、たれ15ｇ、

ごま1.5ｇ、のり0.3ｇ）

URL：https://bit.ly/3eILM26
ＱＲコード

山形県産さくらんぼ佐藤錦
Ｍサイズ１kg

　フルーツ界の宝石！さくらんぼ佐藤錦！
　味・色艶が最高の品種でぷりっぷりの
食感が味わえます！
　Ｍサイズの秀品を厳選し、たっぷり１kg
バラ詰めでお届け！

会員価格　4,280円（通常4,980円）
内 容 量　１箱１kg
６月下旬ごろから順次発送

URL：https://bit.ly/3azFVJl
ＱＲコード

全商品
送料無料!!

〈購入パスワード〉
2 0 2 0

※各商品共通
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ノラ･クチーナ & オラ･ハラクチェ ランチクーポン
新潟市北区（旧豊栄市）に本店を構える人気イタリアンレストランとその姉妹店。
地元の新鮮野菜をたっぷり使ったパスタやピッツァがお楽しみいただけます。

●クーポン利用は、６月１日（月）〜７月31日（金）　ランチタイム11:00〜14:30�LO
●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　＊クーポン券の利用は小学生以上
●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
●クーポン券のご利用で下記のランチが税込金額から350円割引でご利用になれます（記載の料金は通常料金です）

ノラ･クチーナ豊栄本店

北区葛塚3223（Ⓟあり）
tel�025-387-5200

ノラ･クチーナ新潟鐙店

中央区南笹口1-2-19
tel�025-282-5122

（Ⓟ台数制限:満車時は周辺有料駐車場を各自）

オラ･ハラクチェ

新発田市月岡408（Ⓟあり）
tel�0254-21-6000

本日のランチ1,380円（税別）
前菜･パスタまたはピッツァ

ドリンク･ドルチェ

本日のランチ1,380円（税別）
前菜･パスタまたはピッツァ

ドリンク･ドルチェ

本日のランチ1,500円（税込）
前菜･パスタまたはピッツァ
ドリンクバー･ドルチェ

●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（クーポンは注文時提出／現金精算）
期間中は混雑が予想されますので、事前のご予約をおすすめします。

本日のランチ350円割引　※注文時に提出　※現金精算のみ

発行：ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可

＊下記に記入のない場合は使用できません

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員および登録家族に限ります。
● 本券１枚で１名様のみ、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
ノラ･クチーナ豊栄本店 北区葛塚3223 tel 025-387-5200
ノラ･クチーナ新潟鐙店 中央区南笹口1-2-19 tel 025-282-5122
オラ･ハラクチェ 新発田市月岡408 tel 0254-21-6000

期 間
R2.6.1（月）～R2.7.31（金）ランチクーポンノラ･クチーナ

オラ･ハラクチェ

本日のランチ350円割引　※注文時に提出　※現金精算のみ

発行：ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可

＊下記に記入のない場合は使用できません

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員および登録家族に限ります。
● 本券１枚で１名様のみ、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
ノラ･クチーナ豊栄本店 北区葛塚3223 tel 025-387-5200
ノラ･クチーナ新潟鐙店 中央区南笹口1-2-19 tel 025-282-5122
オラ･ハラクチェ 新発田市月岡408 tel 0254-21-6000

期 間
R2.6.1（月）～R2.7.31（金）ランチクーポンノラ･クチーナ

オラ･ハラクチェ

ポポロのジェラートクーポン
ジェラテリア・ポポロの本格ジェラートは、新鮮素材でつくった
こだわりの味。暑い夏には冷たいジェラートを召し上がれ♪

●８月31日（月）まで
●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）
●１会員２枚限り　＊紛失・追加等による追加発行はいたしません
●ジェラートダブル�200円（一般料金380円）
●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。
購入時にクーポンを提出し、特別料金をお支払いください。
クーポン券１枚に付き対象商品１点のみ特別料金が適応。

●ジェラテリア�ポポロ　営業10:00〜日没、年中無休
℡.025-223-6676�中央区水道町1-5939-37

発行：ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可

＊記入のない場合は使用不可

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。
●本券１枚に付き対象商品１点のみ特別料金が適応。
●注文・精算時に本券を提出して下さい。

ポポロのジェラートクーポン Ｒ02.8.31
まで有効

ジェラテリア ポポロ　10:00 ～日没、年中無休
℡ .025-223-6676 中央区水道町 1-5939-37

ジェラートダブル200円（一般料金380円）

発行：ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可

＊記入のない場合は使用不可

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。
●本券１枚に付き対象商品１点のみ特別料金が適応。
●注文・精算時に本券を提出して下さい。

ポポロのジェラートクーポン Ｒ02.8.31
まで有効

ジェラテリア ポポロ　10:00 ～日没、年中無休
℡ .025-223-6676 中央区水道町 1-5939-37

ジェラートダブル200円（一般料金380円）



●クーポン利用は、６月１日（月）〜７月31日（金）
●クーポン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
●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
●クーポン特別料金
カスタードパイシュー３個セット250円（一般510円）
カスタードクッキーシュー３個セット300円（一般570円）
＊クーポン券１枚で１セット限り。追加は一般料金となります。
＊多数お買い求めの場合はご予約をおすすめします。

●クーポン券に必要事項をご記入のうえ、注文時にご提出ください。

　�クーポン券は下記２店舗のみ有効�
ご利用時間�10：00〜20：00

イオン�
新潟南店

江南区下早通柳田1-1-1
イオンモール新潟南店１F
℡.025-385-7046

アピタ�
新潟西店

西区小新5-7-21
アピタ新潟西店１F
℡.025-234-5035

№ 会員氏名 会員番号 申込内容（1会員1セット限り）
１（申込代表者） 1セット�（額面500円×20枚）

２ 1セット�（額面500円×20枚）

３ 1セット�（額面500円×20枚）

４ 1セット�（額面500円×20枚）

５ 1セット�（額面500円×20枚）
＊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。

ジェフグルメカード申込書� 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
〒

全国共通お食事券 ジェフグルメカード 10,000円分
●会員本人のみ、１会員１セット限り（登録家族数に関係なく）　＊送付先は事業所のみ
●１セット8,500円（額面500円×20枚）
●350セット募集
●６月21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。７月下旬、宅配便で事業所宛に発送します。
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。
加盟店例 �ガスト、ココス、ロイヤルホスト、ケンタッキー、モスバーガー、サーティーワン、coco壱番屋、三宝亭、魚べい、ドミノピザ�など

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。

本日のランチ350円割引　※注文時に提出　※現金精算のみ

発行：ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可

＊下記に記入のない場合は使用できません

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員および登録家族に限ります。
● 本券１枚で１名様のみ、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
ノラ･クチーナ豊栄本店 北区葛塚3223 tel 025-387-5200
ノラ･クチーナ新潟鐙店 中央区南笹口1-2-19 tel 025-282-5122
オラ･ハラクチェ 新発田市月岡408 tel 0254-21-6000

期 間
R2.6.1（月）～R2.7.31（金）ランチクーポンノラ･クチーナ

オラ･ハラクチェ

【発行】ニピイ（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター 譲渡･コピー不可

※記入のない場合は使用不可

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員および登録家族に限ります。
●本券１枚でパイシュー１セット限り、他への振替は不可。
●各種割引との併用はできません。
●本券は下記 2店舗のみ有効です。

カスタードパイシュー３個セット 250円（税込）

期 間
R02.6.1�～7.31㊎

ビアード ･ パパの作りたて工房 ご利用時間 10:00 ～ 20:00
　イオン新潟南店  tel 025-385-7046  （営業時間は変更する場合有）
　アピタ新潟西店  tel 025-234-5035

※注文時に提出

【発行】ニピイ（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター 譲渡･コピー不可

※記入のない場合は使用不可

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員および登録家族に限ります。
●本券１枚でクッキーシュー１セット限り、他への振替は不可。
●各種割引との併用はできません。
●本券は下記 2店舗のみ有効です。

カスタードクッキーシュー３個セット 300円（税込）

期 間
R02.6.1�～7.31㊎

ビアード ･ パパの作りたて工房 ご利用時間 10:00 ～ 20:00
　イオン新潟南店  tel 025-385-7046  （営業時間は変更する場合有）
　アピタ新潟西店  tel 025-234-5035

※注文時に提出

ビアードパパの作りたて工房
シュークリームクーポン
サクサクのシュー皮と生カスタードが自慢！
いつだって美味しいこだわりシュークリームをお楽しみください。

イオン新潟南店

アピタ新潟西店

限 定

イメージ

コロナに負けるな！応援価格
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  次 号 予 告
・CoCo壱番屋�カレークーポン
・ビジョンよしだプールクーポン
・グリーンピア津南BBQ付きワンデイプラン
・山の下プール回数券
・ゴルフ教室

�※内容は変更になる場合があります

７つの間違い探し
正解発表
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
トいたしました。
（応募数810件）

第２問  漢字リレーパズル

第１問  クロスワードパズル

クイズ特集！ クロスワード＆漢字リレー  【６月21日必着】

会員番号 － 事業所名

会員または家族
氏名

送付先に○
事業所／自宅

〒

【ニピイへ一言】

解 答

【例】のように、リストの漢字を使って三字熟語を作ってください。矢印でつながっているマスには同じ漢字が入ります。
最後まで使わずにリストに残った、２つの漢字でできる熟語が答えです。

今回はクイズを２問ご用意しました！当選数も大幅に増やしています!!
解答および必要事項をご記入の上、ニピイまでFAXまたは郵送でご応募ください。
２問とも正解した方の中から抽選で400名様にサーティワンギフト券（500円分）をプレゼント！
ご応募お待ちしております!!

ニピイFAX
025−201−6117

A B C D

1 2 3

4 5

D

A

6

7

B

8 9

C

10

タテのカギ ヨコのカギ
1 鍵。○○ホルダー
2 漢字で書くと「薬缶」
3 上杉謙信が武田信玄に送った
5 これで迷宮を脱出したイカロス
6 火に○○○を注ぐ
7 吉野ヶ里遺跡がある県
9 目は○○ほどに物を言う

1 新聞や雑誌の記事を書く人
4 高知県の県魚
6 男子体操競技の一つ
7 表題に添える○○タイトル
8 善後○○を講ずる
10 ビーカーや試験管の素材

【発行】（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター

譲　　　渡
コピー不可

■ 下記に記入のない場合は使用できません。

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員本人及び登録家族に限ります。 ※小学生以下１家族２人まで無料
●本券１枚で１名様のご利用となります。
● 入園料の200円は現地でお支払いください。
●本券の利用施設「カンガス ブルーベリーファーム」

ブルーベリー狩りクーポン
入園料１名様200円

利用期間　R２年６月20日（土）～R２年８月15日（土）
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　　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
■�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円分商品券をプレゼントいたします。�
≪最大40,000円≫
　【例】�５人の事業所が入会されますと1,000円�×�５人�＝�5,000円分の商品券をプレゼントいたします。

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。
���2,000円から最大30,000円分の商品券をプレゼントいたします
新規入会者数 商品券金額 新規入会者数 商品券金額 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 11名から20名様 � 5,000円 31名から40名様 15,000円 51名様以上 30,000円

�6�名から10名様 � 3,000円 21名から30名様 10,000円 41名から50名様 20,000円

ブルーベリー狩りクーポン
ブルーベリーは他の果物や野菜に比べ、「アントシアニン」の含有量が多く目に良いとされています。
また、その他にもビタミンEやCも含み、活性酸素を除去するスーパーフードとして人気な果実です。
この夏、身体にうれしい効果が沢山ある、美味しいブルーベリー狩りを楽しみましょう。

●開園期間　６月20日（土）〜８月15日(土）　９時00分〜17時00分
●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入園料が200円（通常料金500円）になります。
※入園料でブルーベリー40分食べ放題
■�小学生以下のお子様は１家族２名様まで入園料（食べ放題）無料。

●ブルーベリー販売料金
摘み取り�100グラム�200円�　販売商品�100グラム�250円

●施設名　「カンガスブルーベリーファーム」
新潟県胎内市中村浜2-29（新潟市内から車で約１時間）
現地連絡先：090-7907-0140
＜カンガスブルーベリーファームまでの経路＞
新潟市方面からは、新新バイパス「蓮野IC」を下りて国道113号線を村上市方面へ北上する
と、左手に大きな観音像（親鸞聖人像）が見えてきます。その右手の「マチュアハウス中条」
看板を右折すると、すぐ右手側にブルーベリー畑の駐車場があります。

【発行】（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター
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コピー不可

■ 下記に記入のない場合は使用できません。

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員本人及び登録家族に限ります。 ※小学生以下１家族２人まで無料
●本券１枚で１名様のご利用となります。
● 入園料の200円は現地でお支払いください。
●本券の利用施設「カンガス ブルーベリーファーム」

ブルーベリー狩りクーポン
入園料１名様200円

利用期間　R２年６月20日（土）～R２年８月15日（土）
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ブルーベリー狩りクーポン
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■６月の慶弔給付金対象者
対象者 ６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６月入社
勤続祝金（満15年） 平成17年６月入社
勤続祝金（満20年） 平成12年６月入社
勤続祝金（満25年） 平成７年６月入社
勤続祝金（満30年） 平成２年６月入社
勤続祝金（満35年） 昭和60年６月入社
成人祝金 平成12年６月生まれ
還暦祝金 昭和35年６月生まれ
水晶婚祝金 平成17年６月結婚
銀婚祝金 平成７年６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。

事務局からのお知らせ

■入会・退会の手続き
ニピイの入退会は月単位で管理しております。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、事務局へお問い合わせください。

■適正利用のお願い
利用範囲外の方への利用券等の譲渡・転売などを固くお
断りいたします。不正が発覚した場合、利用制限や退会
の対象となりますのであらかじめご了承ください。

■利用ガイドブック掲載内容の変更
ハイツ＆いこいの村(P16)　�提携解除
　いこいの村しまね、レスパール藤ヶ鳴
ホンマ健康ランド(P24)　令和２年６月30日閉館　

■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。

■新規入会事業所紹介 （５月入会：２事業所）
・済生会新潟なでしこワークス� 西区寺地
・大友中央保育園� 西区大友
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