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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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92020年
月号

会 員 数 18,133名
事業所数 1,273事業所
令和２年８月１日現在

● 有効期限：令和２年10月１日〜令和３年３月31日まで
● 会員と登録家族、１人１枚まで（会員と同居している親・配偶者・22歳までの子）
● 価格 券  種 会員料金（一般料金）

大人（18歳以上） 1,300円（一般1,800円）
高校生 　700円（一般1,100円）
小・中学生 　500円（一般  900円）
幼児（４歳以上） 　300円（一般  500円）  ３歳以下無料

● ９月13日（日）締切　＊９月下旬発送いたします。
● 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。

入館券到着後、１週間以内に代金をお支払いください。
※コロナウイルス感染予防による入館対応はホームページにて事前にご確認ください。

上越市立水族博物館 うみがたり入館券
うみがたりの入館券をお得にご購入いただけます。なお、次回の販売は３月号（４～９月 
利用分）となりますので、秋の行楽シーズンや冬期に行かれる方は今回お申込みください。

新潟県上越市五智2-15-15

スカイレストランで坐禅体験
ほんのひとときの非日常の空間から日常を見つめなおしてみませんか？
坐禅は胡坐（あぐら）の他にイス坐禅もできます。ご自分と向き合うリラックス
タイムですので初めての方も気軽にご参加して頂けます。
坐禅体験後、お食事を召し上がっていただきます。
● 利用期間　９月１日（火）〜10月31日（土）まで

　朝坐禅　  7：00〜　【受付 6：45〜】
　昼坐禅　 10：20〜　【受付10：00〜】
　夕方坐禅 15：00〜　【受付14：45〜】
＊開催日はHP（http://zen-on.jp/)カレンダーをご参照ください。

● 禅ZEN　TEL：025-201-9131
新潟市中央区西堀通6-866　NEXT21ビル 16階　 ＊提携Ⓟ割引サービスあり

● 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）
＊利用券のご利用は期間中１人１回のみ（お子様ご利用についてはご相談ください。）

● 料金コース＊当日現地にて現金精算
①タニタ定食坐禅会： 1,320円 (一般料金2,200円）坐禅・タニタ定食（コーヒー付）
②粥 膳 坐 禅 会　  ： 1,000円 (一般料金1,650円）坐禅・朝（昼）粥膳（ほうじ茶付）
③夕 方 座 禅 会　  ：   700円 (一般料金1,100円）坐禅・体験型ほうじ茶（甘味付）

● ⒈   直接店舗【禅】へWebまたは電話で予約をします。 
　＊「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３日前までにお願いします。＜完全予約制＞

⒉   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。受付後、１週間以内に利用券を普通郵便で送付します。 
　＊利用券は１人１枚必要です。

⒊  ご利用当日、利用券を提出し、料金をお支払いください
● 坐禅は素足で行います。動きやすい服装でお越しください。(ロッカールームあり)

＜当日の流れ＞
受付開始
坐禅開始（約40分間）
坐禅終了
お食事

イメージ

㊟ 希望の券種【大人・高校・小中・幼児】
をご記入ください。
申込枚数と一致する利用者名をご
記入ください。
締切後のキャンセルはできません。
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発行（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター【ニピイ】 譲渡・コピー不可

事業所名

会員番号

利用者氏名

利用区分
いずれかに◯ １人乗り　／　２人乗り

●会員・登録家族のみご利用になれます。
●本券１枚で１人乗り・２人乗りいずれか１回乗車可。
●利用時に係員に提出してください。
●下記施設でのゴーカート利用以外は使用できません。
鳥屋野交通公園
新潟市中央区女池3-6-3
TEL.025-283-9433
＊ゴーカート利用は金・土・日・祝のみ

ゴーカート乗車クーポン
令和２年９月１日～11月15日有効

注）未記入の券は利用不可

訳あり白根産なし産地直売
ＪＡしろねの梨「あきづき」の訳あり品を数量限定で販売します。「訳あり」の理由は外観がきれいな玉にならなかったり、
キズがあったり…でも、中身も味も正真正銘の白根産のおいしい梨です！

施設利用クーポン in NAGAOKA
ほんの少し遠出していつもと違う休日を楽しんでみませんか？長岡市の４施設で利用できる共通利用クーポンです。

● ９月26日（土） 9：00〜12：00
※ご案内にて、引渡時間を指定いたします。

● JA新潟みらいフルーツフラワーしろね（アグリパークから南へ約10km）
　新潟市南区次郎右工門興野沼697

● 1,200円（税込）１箱５kg 12〜16玉入り　＊専用振込用紙を送付します
● １会員につき１箱限り
● 100名募集　＊応募多数の場合は抽選
● ９月15日（火）締切　当選案内は９月16日発送予定。（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等でお申し込みください。

当選者には振込用紙と利用券が送付されます。当日は必ず利用券を持参してください。

● 利用期間は、９月１日（火）〜11月30日（月）  ＊休園・休館は施設によります。施設のホームページなどでご確認ください。
● 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
● 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
● クーポン券に必要事項をご記入のうえ、切り取って各施設の受付へご提出ください。

通常料金が400円以上の券種を対象とし、200円引きでご利用いただけます。

イメージ

国営越後丘陵公園
長岡市宮本東方町字三ツ又1950-1
℡.0258-47-8001
大人（15歳以上）450円
　　⇒250円（クーポン利用）
　 通常料金  中学生以下無料、65歳以上 210円（要身分証）
9:30〜17:00（11月は〜16:30）開園、駐車場料金別途あり。
休園日やイベント等については施設HPをご覧ください。

新潟県立歴史博物館
長岡市関原町1-2247-2
℡.0258-47-6130
常設展一般観覧料520円
　　⇒320円（クーポン利用）
　 通常料金  中学生以下無料、高校･大学 200円（要学生証）
9:30〜17:00開館、無料駐車場あり、月曜定休(祝日の場合は
開館し翌平日が休館)。企画展『発掘された日本列島』（〜9/27
まで）の大人･学生観覧料も利用対象。

新潟県立近代美術館
長岡市千秋3-278-14
℡.0258-28-4111
一般観覧料430円
　　⇒230円（クーポン利用）
　 通常料金  中学生以下無料、高校･大学 200円（要学生証）
9:00〜17:00開館、無料駐車場あり、月曜定休(祝日の場合
は開館し翌平日が休館)。コレクション展開催中！展示品等
は施設HPをご覧ください。

雪国植物園
長岡市宮本３
℡.0258-46-0030
大人（18歳以上）400円
　　⇒200円（クーポン利用）
　 通常料金  小･中･高生 50円
9:00〜17:00開園、東口駐車場80台、11/15まで開園、そ
の間無休。園内の遊歩道を歩きながら植物や野鳥などを楽し
めます。秋は彼岸花や紅葉が見頃です。

【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

※ 欄内に記入のない券は
利用できません

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員･登録家族に限ります
●本券１枚で１名様のみ有効、200円引き
●通常料金が400円以上の券種に利用可能

施設利用クーポン in NAGAOKA 利用期間
R２.９.１(火)～

11.30(月)

【契約施設】
●国営越後丘陵公園
　℡ .0258-47-8001
●雪国植物園
　℡ .0258-46-0030
●新潟県立近代美術館
　℡ .0258-28-4111
●新潟県立歴史博物館
　℡ .0258-47-6130

通常400円以上の券に対し200円引き
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鳥屋野交通公園でゴーカートに乗ろう！
● ９月１日（火）〜11月15日（日） 開園時間９：00〜17：00

＊ゴーカートの利用日：金・土・日・祝日のみ
● 会員本人と登録家族（会員と同居している配偶者・父母・22歳までの子）
● １会員３枚　＊譲渡・コピー・紛失などによる追加発行不可
● ゴーカート乗車料（入園料は無料）

区分 利用できる人 クーポン利用 一般料金
１人乗り 小学生・中学生 無料 100円

２人乗り 幼児及び小学生と16歳以上の付添い 無料 150円

● 下のクーポン券に必要事項をご記入のうえ、利用時に係員にご提出ください。
本券１枚で「１人乗り」または「２人乗り」のゴーカートに１回無料で乗車できます。

● 鳥屋野交通公園（中央区女池3-6-3、江南高校・球技場並び）
TEL 025-283-9433　＊お車は球技場の駐車場をご利用ください。

発行（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター【ニピイ】 譲渡・コピー不可

事業所名

会員番号

利用者氏名

利用区分
いずれかに◯ １人乗り　／　２人乗り

●会員・登録家族のみご利用になれます。
●本券１枚で１人乗り・２人乗りいずれか１回乗車可。
●利用時に係員に提出してください。
●下記施設でのゴーカート利用以外は使用できません。
鳥屋野交通公園
新潟市中央区女池3-6-3
TEL.025-283-9433
＊ゴーカート利用は金・土・日・祝のみ

ゴーカート乗車クーポン
令和２年９月１日～11月15日有効

注）未記入の券は利用不可
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１周700メートルの車道では、交通
標識を見ながらゴーカートに乗って
楽しく交通体験ができます。なまず
バスや消防自動車、すべり台などの
遊具もあります。

ニピイ会員限定  舞子高原ホテル宿泊プラン
ホテル周辺には観光・レジャースポットもあり、南魚沼を満喫できます。
地産食材をふんだんに使用したお食事をご用意してお待ちしております。

● ９月１日（火）〜10月23日（金）　＊除外日９/9〜11、16、17、27〜30
● 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）舞子高原ホテルへニピイ会員であることを伝え、申込みをします。

　　舞子高原ホテル　TEL 025-783-3511【受付時間８：00〜17：00】
　　　新潟県南魚沼市舞子2056-108

（２） ニピイ会員証をご提示いただき、当日チェックインします。
● お一人様１泊２食付き代金（税込）

平日 土曜・休前日

部屋おまかせプラン
(通常料金）

6,900円
（12,100円）

8,400円
（15,400円）

会員本人は宿泊助成でさらに2,000円引き！
※指定保養施設利用申込書（様式４）で申し込んでください。

■２名様より承ります。
■会員証割引は併用できません。
■ 小学生は大人料金の70％、３歳以上未就学児は大人料金の50％、０〜２歳

以下無料。
■大人（中学生以上）の方は入湯税120円いただきます。
■１週間前からキャンセル料金が発生します。
■詳細についてはホテルへ直接ご確認ください。

※ お食事は舞子高原ホテル独自の『Serve Food Style（サーブフードスタイル）』で
ご提供いたします。『Serve Food Style（サーブフードスタイル）』とは、食べ放題
のカフェテリア形式。スタッフがその場で調理・盛り付けしたお食事をお客様
へお渡しいたします。

GoToトラベル キャンペーン事業対象
詳しくはホテルへお問合わせください
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７つの間違い探し（上級） 【９月17日必着】
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100名に図書カード500円分をプレゼントします。
※印刷による傷や汚れ、微妙な色の違いなどは含みません。

ニピイFAX
025−201−6117

A B

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】

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《最大40,000円》を上限に進呈いたします。

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、加入人数

に応じて《最大30,000円》を上限に商品券を進
呈いたします。

■ ニピイ利用ガイドブック76頁「紹介カード」に
必要事項をご記入の上、ニピイ事務局までご紹介

（ＦＡＸ）お願いいたします。
FAX：025-201-6117

【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

※ 欄内に記入の
ない券は利用
できません

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員･登録家族に限ります
●本券１枚でお弁当１つに適用します
●要予約／他割引との併用は不可

利用期間
９月１日㊋～
10月31日㊏

【ご予約･問合せ先】
ANAクラウンプラザホテル新潟
ナチュラルプレイス
TEL. 025-245-3343
中央区万代5-11-20

ANAクラウンプラザホテル新潟

･会員価格（10％引き）適用
･お弁当１つ400円引き

お弁当400円引きクーポン
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● クーポンのご利用は、10月31日（土）まで
● 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
● 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
● お弁当購入の際に会員価格(定価より10％引き)を適用し、さらに

クーポン利用で400円引きとなります。
＊お弁当１つに付きクーポンの利用は１枚限りです。
＊クーポン利用がないお弁当にも会員価格(定価より10％引き)を適用いたします。

● お弁当を２日前までにホテルへ予約します。（お弁当2つから受付可能）
ANAクラウンプラザホテル新潟 ナチュラルプレイス  ℡.025-245-3343

「ニピイ会員であること」「クーポンを何枚利用するか」お伝えください。
受取当日、クーポンを提出し代金をお支払いください。

ANAクラウンプラザホテル新潟 お弁当㊕クーポン

【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

※ 欄内に記入の
ない券は利用
できません

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員･登録家族に限ります
●本券１枚でお弁当１つに適用します
●要予約／他割引との併用は不可

利用期間
９月１日㊋～
10月31日㊏

【ご予約･問合せ先】
ANAクラウンプラザホテル新潟
ナチュラルプレイス
TEL. 025-245-3343
中央区万代5-11-20

ANAクラウンプラザホテル新潟

･会員価格（10％引き）適用
･お弁当１つ400円引き

お弁当400円引きクーポン

【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

※ 欄内に記入の
ない券は利用
できません

事業所名

会員番号

利用者氏名

●ご利用は会員･登録家族に限ります
●本券１枚でお弁当１つに適用します
●要予約／他割引との併用は不可

利用期間
９月１日㊋～
10月31日㊏

【ご予約･問合せ先】
ANAクラウンプラザホテル新潟
ナチュラルプレイス
TEL. 025-245-3343
中央区万代5-11-20

ANAクラウンプラザホテル新潟

･会員価格（10％引き）適用
･お弁当１つ400円引き

お弁当400円引きクーポン

品　名 クーポン利用 会員価格 定  価

①天ぷら幕の内弁当 1,544円 1,944円 2,160円

②ステーキ会席弁当 3,974円 4,374円 4,860円

③彩り洋食弁当 1,058円 1,458円 1,620円

④肉たっぷり洋食弁当 1,544円 1,944円 2,160円

⑤中華弁当 華（はな） 1,058円 1,458円 1,620円

⑥中華弁当 福（ふく） 1,544円 1,944円 2,160円

⑦中華弁当 極（きわみ） 2,516円 2,916円 3,240円

支払額7,000円以上で宅配可
配達 エリア： 

中央区･東区･西区･ 
江南区･北区

＊注文時にご確認を

①天ぷら幕の内弁当

③彩り洋食弁当

②ステーキ会席弁当

④肉たっぷり洋食弁当

⑤中華弁当 華（はな） ⑦中華弁当 極（きわみ）⑥中華弁当 福（ふく）

こちらの
QRコードから
商品の詳細が

ご覧になれます

残暑に負けるな！ 第２弾！
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。冷たいジェラートを召し上がれ♪

● 10月31日（土）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

※６月号のミントグリーンのクーポンは利用できません。

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 Ｒ02.10.31
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）
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  次 号 予 告
・だいこん抜き　　・ユナイテッド・シネマ映画鑑賞券
・秋のゴルフ教室　・とんかつクーポン〜第２弾〜

※内容は変更になる場合があります。

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。

クロスワードパズル 解答
ニ ラ メ ツ

（にらめっこ）

A B C D

コ
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2

ク
3

キ ジ
ブ
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5

メ ン
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7

ニ
8

モ グ B

9

ラ
10

ス
11

ブ リ イ
12

ド イ Dツ
13

エ ド
ウ

14

ク ウ Eコ ウ

■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。

正解者の中から抽選で100名にサー
ティワンギフト券500円分をプレゼン
トいたしました。（応募数1032件）

イベント中止のお知らせ
　ソフトバレーボール大会について、今年度は開催中止と
いたします。ご了承ください。

広告

■９月の慶弔給付金対象者
対象者 ９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９月入社
勤続祝金（満15年） 平成17年９月入社
勤続祝金（満20年） 平成12年９月入社
勤続祝金（満25年） 平成７年９月入社
勤続祝金（満30年） 平成２年９月入社
勤続祝金（満35年） 昭和60年９月入社
成人祝金 平成12年９月生まれ
還暦祝金 昭和35年９月生まれ
水晶婚祝金 平成17年９月結婚
銀婚祝金 平成７年９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。
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