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Web申込み
ご利用ください
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2020 年

月号

加入状況

会 員 数 18,118 名
事業所数 1,272 事業所
令和２年９月１日現在

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。

ユナイテッド・シネマ映画鑑賞券
観たい映画をお好きな時に鑑賞できる映画鑑賞券を販売します。
ご自分の都合に合わせてご利用ください。
● 有効期限 令和２年11月１日
（日）
～令和３年４月30日（金）まで
＊有効期限切れにご注意ください
● 対象映画館：ユナイテッド・シネマ新潟ほか、全国のユナイテッド・シネマ、シネプレックス
ユナイテッド・シネマ新潟：新潟市中央区上近江4-12-20 DeKKY401内
● 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人１枚まで
● 500名募集

＊申込み多数の場合は抽選
（選外通知なし）

● 10月18日
（日）
締切
● 料金

＊10月末までに発送予定

①一般券
（大学生・大人）
：
1,000円 ＜一般料金1,500～1,800円＞
②小人券
（幼児～高校生・シニア
（60歳以上））
：
600円 ＜一般料金1,000～1,200円＞
※表記は小人券ですが、高校生・シニア（60歳以上）も
お使いいただけます。

● 利用ガイド巻末
「チケット申込書」
に必要事項を ㊟希望の券種【大人・高校・小中・
記入し、FAXやWebからお申込みください。
幼児】
をご記入ください。
申込枚数と一致する利用者名
鑑賞券・納付書到着後、１週間以内に代金を
をご記入ください。
お振込みください。
● 注意事項

・１枚で１名様１作品にご利用いただけます。 ・満席の場合は、ご利用いただけません。
・イベントやライブビューイング、特別興行、特別上映には使えません。
・払い戻しや現金との引き換えはできません。 ・インターネット予約はできません。
・映画館共通利用券と併用はできません。
・締切後、キャンセルや変更はできません。

利用について

現在、映画館では皆様に安心して映画をお楽しみいただくために、新型コロナウイルス感染症拡大予防対策が取られています。
・当面の間、座席は左右及び前後の間隔を空けて販売しています。
・ご来場のお客様へは館内でのマスクの着用をお願いしています。
・営業時間を従来よりも短縮する場合がございますので、上映スケジュールをご確認のうえ、ご来館ください。
・売店では一部のメニューを休止したり変更している場合があります。

スポーツ＆カルチャースクール 受講料補助について
対象施設の受講を補助いたします。該当の方はご申請ください。詳細は利用ガイドP27参照。
● 会員本人が会員資格取得後に受講した期間を対象とする。
● １ヶ月につき500円
（スポーツ・カルチャー合わせて年度内６ヶ月分まで）
● 利用ガイドP27に掲載のある施設が対象。
（１日だけの講座や、体験講座などは対象外）
● 利用ガイド巻末
「スクール受講料補助申込書」
に必要事項を記入し、施設の証明印を
受けてFAXまたは郵送で申請してください。補助額分の商品券を送付いたします。
㊟前年度の未請求分
（R02年１～３月受講分）
があれば加算してご請求ください。休校期間は対象外です。

初・中級ゴルフ教室（８回コース）
● クラス

● 10月13日
（火）～12月５日
（土）
週１回×８回コース
（途中に休講日あり）

曜 日
開講日

● 山木戸サンライズゴルフセンター
（東区山木戸1500-1）

時

● ご参加は会員と登録家族 ＊対象は大人のみ
（会員と同居の配偶者・親・22歳までの子）

間

＊都合で受講できない場合は振替受講可
（要予約）

火曜日
木曜日
金曜日
土曜日
10/13
10/15
10/16
10/17
18：30～ 18：30～ 18：30～ 13：00～
19：30～ 19：30～
18：30～

定員内であれば２週目以降からの参加も可能です
● 講 師 井上 星一郎氏
日本プロゴルフ協会ティーチングプロ

● １名15,890円
（一般参考20,000円）＊現地支払
＊練習ボールは別途
（１回500円～1,000円程度）

● 持ち物

● 計40名募集
（定員になりしだい締切）
● 受講希望者は、施設へ直接、受講申込みをしてください。

グローブ、運動のできる服装、
運動靴、タオル等

予約先：山木戸サンライズゴルフセンター
（TEL.025-274-2427）
＊予約の際は
「ニピイ会員であること」
をお申し出ください。
予約後、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、受講補助券をお申込みください。
初回レッスン日に受講補助券を施設へ提出し、参加費をお支払いください。

万代シルバーホテル ランチクーポン
ホテルレストランの共通クーポンです。お得なランチをよりお得にお楽しみください♪
● クーポン利用は、12月22日
（火）
まで
ランチタイム11：30～14：30
（14：00L.O）

＊ダンスィングドール・柳江苑 土日祝11：30〜15：00（14：30L.O）

● 万代シルバーホテル 館内レストラン
（中央区万代1-3-30）
ホテル駐車場 2,000円以上１時間、5,000円以上２時間無料

ホテルでは新型コロナウイルス感染対策を徹底
しています。そのためレストランの客席数減・
営業時間の変更など行っております。

● 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）
● 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

● レストランのランチメニューに対しクーポン利用で300円引きとなります。
＊クーポン利用商品は10％割引、それ以外は会員割引５％。
＊ご利用はお１人１枚限り。ランチタイムのお食事メニューに適応。

レストランは予約なしでもご利用いただけます
が、事前のご予約をお勧めします。

● クーポンに必要事項をご記入のうえ、切り取ってご利用ください。

【契約レストラン】ランチメニューは、クーポン利用で300円引き＆10％割引！
西洋料理屋 ダンスィングドール
TEL.025-247-5728
（直通）
【メニューの一例】
（通常価格、税別）

・平日テラスランチ
魚1,300円、肉1,400円
・土日祝ホリデーランチ
魚1,400円、肉1,500円
他 単品メニューも充実しています。

中国料理 柳江苑
TEL.025-240-3370
（直通）

【メニューの一例】
（通常価格、税込）
 【メニューの一例】
（通常価格、税別）
・平日限定サービスランチ920円
・平日限定日替りランチ980円
・麻婆ランチ1,200円
・旬彩御膳1,400円
・四喜セット1,500円
・新潟名物タレカツ丼1,100円
他 多彩な本格中華が楽しめます。
他 地元食材を活かしたランチが自慢です。

万代シルバーホテル ランチクーポン
利用期間

ランチメニュー
・300円引き
・10％割引

新潟の旬菜と地酒の店 銀鈴
TEL.025-245-5618
（直通）

10月1日㊍～12月22日㊋

万代シルバーホテル ランチクーポン
利用期間

事業所名

ランチメニュー
・300円引き
・10％割引

会員番号
利用者
氏 名

10月1日㊍～12月22日㊋
事業所名
会員番号
利用者
氏 名

※欄内に記入のない券は使用できません

新潟市中央区万代 1-3-30
ダンスィングドール 025-247-5728
柳 江 苑
025-240-3370
銀
鈴
025-245-5618
【発行】ニピイ ( 公財 ) 新潟市勤労者福祉サービスセンター

・ご利用は会員･登録家族に限ります
・お１人1枚、ランチメニュー1品に適用
します
・他割引との併用は不可
・ご予約をお勧めします

譲 渡・コ ピ ー 不 可

※欄内に記入のない券は使用できません

新潟市中央区万代 1-3-30
ダンスィングドール 025-247-5728
柳 江 苑
025-240-3370
銀
鈴
025-245-5618
【発行】ニピイ ( 公財 ) 新潟市勤労者福祉サービスセンター

・ご利用は会員･登録家族に限ります
・お１人1枚、ランチメニュー1品に適用
します
・他割引との併用は不可
・ご予約をお勧めします

譲渡・コピー不可

収穫体験 だいこん抜き
「だいこん料理」
が主役となる季節。
赤塚の白首だいこんは、煮崩れがなく、柔らかく「おでん」などの
煮大根として最適です。
また、漬け物用としても美味しくいただけるだいこんです。
● 11月１日
（日）
集合時間
（１日４回）
■希望時刻を第二希望まで明記してください。
Ａ 9時00分 Ｂ10時00分 Ｃ11時00分 Ｄ12時00分
● 新潟市西区赤塚
「太田農園だいこん畑」
イメージ

● 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）
● 200組

集合時間毎に50組

※応募多数の場合は抽選

● 参加料金

１組600円 ※１組
「だいこん」
10本まで収穫できます。
■参加費は開催日までに専用振込用紙でお支払いください。

● 募集締切

 0月16日
1
（金） 必着
※当選案内は10月20日
（火）
発送予定です。選外の通知はありません。

● 申込方法

 用ガイド巻末
利
「イベント申込用紙」
に必要事項を記入し、

ＦＡＸ等でお申込みください。
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加者は「マスク」の着用をお願いいたします。
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ボルダリング・ルートクライミング体験
クライミングの経験が全くない方対象の１時間体験コースです。
遊び方は専門スタッフが教えてくれるので、安心してお楽しみいただけます。
● 利用期間

10月１日
（木）～11月30日
（月）
まで

● ＣＡＭＰ４

TEL：025-270-8460

新潟市東区松島1-4-32

Ⓟあり

＜平日＞15：00～22：00
火曜日定休

＜土日祝＞11：00～18：00

＊その他詳細は店舗へご確認ください。

● 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）
＊ご利用は小学生以上１人１回のみ

● 料金コース

＊当日現地にて現金精算

イメージ

①ルートクライミング＆ボルダリング： 1,500円（一般料金2,000円）

＊ルートクライミングを３回とボルダリングを体験するコースです。

②ボルダリング大人：1,000円（一般料金1,500円）

③ボルダリング小人
（中学生以下）
： 500円  
（一般料金1,000円）

＊お子様のご利用は保護者の方が責任をもって見ていただくことが条件となります。
＊体験コースのお子様のみのご利用時、保護者１人につき入場料300円が必要です。

● ⒈ 直接店舗
【ＣＡＭＰ４】
へ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。 ＊予約は利用日の前日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。
● 持ち物

薄手の靴下、マスク、飲み物、タオル  ※動きやすく、汚れてもよい服装でお越しください。

ホッと
一息

漢字パーツ足し算クイズ（中級）【1２月17日必着】

バラバラのパーツを組み合わせて二字熟語を作ります。解答および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名にジェフグルメカード（500円分）をプレゼントします。

解答欄

会員番号
会員または家族

氏名

－

事業所名
送付先に○

〒

事業所／自宅

【ニピイへ一言】
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紫雲の郷 お食事付クーポン券

お食事付きクーポン券

中学生以上 1,000円（通常1,600円）

地下1,300mから湧き出た深層湯温泉。巨大な岩をくりぬいて作られた特
注の巨石露天風呂で大空の下で開放的なひとときをお楽しみ下さい。温泉
とお食事で一日ゆったりとおくつろぎください。
● 利用期間：令和２年10月３日
（土）
～12月20
（日）までの土日祝日のみ
＊休館日 毎月第３木曜日
● 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）
＊利用は中学生以上
● １会員２枚限り

・入館料（タオルなし）
・食事券1,000円分
（館内利用のみ）

事業所名
会員番号
利用者氏名
＊記入のない場合は使用不可

●利用は会員本人および登録家族に限る ●本券は入館時に提出する
●本券１枚で１名のみ有効 ●各種割引との併用は不可
●1,000円未満の飲食利用につり銭はでません ●食事は２Ｆ紫陽花のみ

深層湯温泉 紫雲の郷

新発田市藤塚浜966番地 TEL.0254-41-1126

＊追加発行はいたしません

発行：
（公財）
新潟市勤労者福祉サービスセンター

● 中学生以上 1,000円
（通常1,600円）
＊入館料
（タオルなし）
・食事1,000円分付き
（館内利用のみ）

譲渡・コピー不可
有効期限
R02.10.3㊏～
12.20㊐の土日祝

深層湯温泉

● 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。
利用者１名につき１枚を精算時にご提出ください。
● お食事は２Ｆ
「紫陽花」
をご利用ください。
ご飲食額が1,000円未満の場合でもおつりは出ません。
他の割引との併用はできません。
３歳以上小学生以下は温浴施設共通利用券で150円で入館できます。３歳未
満の入館は無料です。
深層湯温泉

有効期限
R02.10.3㊏～
12.20㊐の土日祝

深層湯温泉

新発田市藤塚浜966番地
TEL.0254-41-1126
10：00～21：00営業
（最終入館20：30）
レストラン営業時間
11：30～15：00
（LO 14：30）
17：00～20：30
（LO 20：00）

お食事付きクーポン券

中学生以上 1,000円（通常1,600円）

・入館料（タオルなし）
・食事券1,000円分
（館内利用のみ）

事業所名
会員番号
利用者氏名
＊記入のない場合は使用不可

●利用は会員本人および登録家族に限る ●本券は入館時に提出する
●本券１枚で１名のみ有効 ●各種割引との併用は不可
●1,000円未満の飲食利用につり銭はでません ●食事は２Ｆ紫陽花のみ

深層湯温泉 紫雲の郷

新発田市藤塚浜966番地 TEL.0254-41-1126
発行：
（公財）
新潟市勤労者福祉サービスセンター

こうえつの肉厚とんかつクーポン
全国チェーンのとんかつフライ専門店こうえつで自慢の逸品を特別価格にてご提供。
美味しいとんかつを大変お安く食べられるこの機会をお見逃しなく！

譲渡・コピー不可

毎年大好評!
県央店も仲間入り

● 10月１日
（木）～11月30日
（月）
有効
● 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３枚まで

＊譲渡・再発行不可

● ロースかつ１枚230円
（一般価格450円税込み）
● 下のクーポン券に必要事項をご記入のうえ、注文時に提出。
本券１枚でロースかつ１枚を230円で購入できます。
【テイクアウトのみ、ご予約可】
●

契約店舗

イメージ

こうえつ イオンスタイルラブラ万代店（中央区万代）TEL 025-243-7510
こうえつ イオン新潟西店
（西区小新南）TEL 025-233-0611
こうえつ イオン県央店
（燕市井土巻）TEL 0256-66-0686

とんかつクーポン

令和２年11月30日まで有効
【注文時に提出、本券１枚でロースかつ１枚限り】

とんかつクーポン

令和２年11月30日まで有効
【注文時に提出、本券１枚でロースかつ１枚限り】

ニピイ会員限定
プラス270円（合計500円）でお弁当に！
ご家族・会合のお食事に!!

とんかつクーポン

令和２年11月30日まで有効
【注文時に提出、本券１枚でロースかつ１枚限り】

事業所名

事業所名

事業所名

会員番号

会員番号

会員番号

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可

●会員・登録家族のみご利用になれ
ます。
●本券１枚でロースかつ１枚が230円
で購入可。
●その他の商品には利用できません。
●他の割引は併用できません。
●週末は欠品の恐れ有り。ご予約を
お勧めします。

ご予約承ります

発行：
（公財）
新潟市勤労者福祉サービスセンター

利用者氏名
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広告

事務局からのお知らせ

■10月の慶弔給付金対象者

■新規提携店のご案内
極楽湯

対象者

10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

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。

求

給付種類

大人50円引き、子供一律200円（会員含めて5人まで）

対象者

※割 引金額のチケットを券売機で購入し、会員証と一緒

勤続祝金（満10年）

平成22年10月入社

にフロントへ提示してください。会員証の提示が無い

勤続祝金（満15年）

平成17年10月入社

勤続祝金（満20年）

平成12年10月入社

勤続祝金（満25年）

平成７年10月入社

勤続祝金（満30年）

平成２年10月入社

勤続祝金（満35年）

昭和60年10月入社

■利用ガイドブック掲載内容の変更

成人祝金

平成12年10月生まれ

・住所変更 共立観光 新潟支店 （P12）
新潟市中央区明石２-３-35 マロンブリッジ１階

還暦祝金

昭和35年10月生まれ

水晶婚祝金

平成17年10月結婚

銀婚祝金

平成７年10月結婚

と、割引料金は適用されません。
槇尾店

新潟市西区槇尾424

TEL 025-264-2683

女池店

新潟市中央区女池6-1-11

TEL 025-282-2683

松崎店

新潟市東区新松崎3-24-13 TEL 025-279-2683

＊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。

■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。

■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。

■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。

７つの間違い
探し正解発表
正解者の中から抽選で
100名に図書カード500
円分をプレゼントいたし
ました。
（応募数1,215件）

10月は第３期（10～12月分）の
会費引落月です
10月30日（金）に指定口座から引落しいたします。
前日までに預金残高をご確認くださいますようお願いします。な
お、会費が未納ですと給付金やチケット購入など各種サービスを
受けることができなくなりますのでご注意ください。
service center news

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。

次号予告

・こども商品券  ・ホテル日航新潟ランチクーポン
・ル レクチエ産地直売

※内容は変更になる場合があります。
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