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令和２年12月１日現在

家庭用常備薬等の斡旋
　会員の皆様のケガや病気、健康保持増進対策の一環とし
て、家庭薬・健康関連商品等を斡旋します。
　これまでの斡旋価格よりも安い特別価格での取り扱いで
す。この機会にぜひ、ご利用ください!!
　内容につきましては、折り込みチラシをご覧いただき、
お申込みください。
※ニピイへのお申込みはできません。

引き続きいつもの割引価格より
さらに約１割もお得!!

令和３年　謹んで新春のご挨拶を申し上げます

　会員の皆さまには、お健やかに新年をお迎えのことと心からお喜びを申し上げます。
　さて、会員の皆さまには、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年行っております各種イベントやスポー
ツ大会等が中止となり、ご満足のいくサービス提供ができていないことに対し、心よりお詫び申し上げます。
　昨年は、会員皆さまのご健康を第一に、商品券の斡旋やクーポンの発行等を中心に取り組んで参りました。本
年においても、皆さまの健康と安全を第一としつつ、会員皆さま方のご意向を確認させていただきながら、この時
代に合った福利厚生サービスの充実に努めて参りますので、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。
　年頭に当たり、会員並びにご家族の皆さま方のご多幸と貴事業所の益々のご発展、そして、このウイルス感染
症が早急に終息することをご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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１. サービスはご満足いただいていますか？ 〔必須〕
①満足　　　　②やや満足　　③普通
④やや不満　　⑤不満
　④･⑤の方は理由をお書きください
［�� ］

２. どのくらいの頻度でサービスを利用していますか？ 〔必須〕
①ほぼ毎月利用する
②年に数回利用する
③ほとんど利用しない
　③の方は理由をお書きください
［� ］

３.  新型コロナウイルス感染症拡大が懸念される中、ニ
ピイに企画・充実してほしいことは何ですか？ 〔必須〕

４. ご意見・ご要望をご記入ください。

※１～３は必須項目です。ご記入いただいた方が抽選対象となります。

〈

山

折

り

〉

郵　　便　　は　　が　　き

事 業 所 名

事業所住所
〒

会 員 番 号

会 員 氏 名

ご希望の
賞　　品 賞

Ａ～Ｃのいずれかを選択してください
当選者のみ事業所宛に送付いたします

63円切手
をお貼り
ください

新潟市中央区西堀通６番町878-1
西堀七番館ビル３Ｆ

（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター
お年玉プレゼント係

記入内容は賞品の送付及びアンケートの収集にのみ利用いたします。

９５１－８０６１

新春特別  お年玉プレゼント
日頃の感謝をこめて、会員の皆様にお年玉企画をご用意しました。
今年はコロナに負けるな応援企画ということで、当選確率大幅アップ!!
外れた方にもWチャンス賞あり! どしどしご応募ください。

下の用紙に記入し、切り取る。真ん中を山折り、裏側をのり付けし、貼り合わせる。63円切手を貼りご郵送ください。
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裏側をのりで貼り合わせる63円切手

山折り

＜ 切 り 取 り ＞ ＜ 切 り 取 り ＞

●参加資格 会員本人のみ、１回限り（重複は受付けません）
●応募締切 １月27日（水）必着
●応募方法 必要事項・アンケートを記入、はがきの形状にし、切手を貼って郵送。

必ずニュース紙面を切り取り郵送でご応募ください。
注）�FAXが１台しかなく事務に支障をきたすため、FAXでの申込みはで
きません。本人が記載したものに限ります。コピーは受付けません。

●当選発表 当選結果は賞品の発送をもってかえさせて頂きます。
賞品の発送は２月中旬を予定。送付先は事業所住所のみ。

●賞　　品

事業所名

会員番号

利用者氏名

＊下記に記入のない場合は使用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター コピー不可

みかづきイタリアン利用券

■期間 R3.1.4�～ R3.2.28㊐
※注文時に提出 　※１枚１個限り

●ご利用は会員および登録家族に限ります。
●ご利用は本券記載の商品のみとし、他への振替はできません。
●本券は契約店舗のみ有効です。
　（契約店舗はニピイニュース紙面でご確認ください）

イタリアン（各種）
１個 100円割引

Ａ賞 5本→� 50本 新潟市共通商品券�10,000円分

Ｂ賞 80本→100本 お食事券�5,000円分（新潟市内のホテル、すし券など）

Ｃ賞 100本→250本 ジェフグルメカード�3,000円分

Ｗチャンス賞　500本→1,500本　各種商品券500円分　外れた方にもチャンスあり！
※Ｂ賞・Wチャンス賞は券種の指定はできません
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初掲載大特価！ 𠮷野家プリカ
●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2,200円（3,000円分チャージ済み）
●1,000枚募集
●１月25日（月）締切（必着）
※締切後の申込・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。
３月上旬にカードを発送します。
お手元に到着後、１週間以内に代金をお振込みください。

●国内の𠮷野家店舗（競馬場など一部店舗除く）でご利用
いただけます。お食事やテイクアウトの会計時に１円
単位で使用できます。
有効期限は約２年間（店頭利用またはチャージでさらに
２年間延長）
有効期限超過のカードは無効となり、残高の払い戻し
はできません。

みかづきイタリアン利用券
●利用券のご利用は１月４日（月）〜２月28日（日）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３枚限り　＊紛失、追加等による再発行はいたしません
●利用券１枚でイタリアン１個を100円割引いたします。
＊イタリアンは全種類が対象です。セット商品にも使えます。
＊サンクスクーポンとの併用も可能です。

●利用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。
●ご利用は下の契約店舗のみ。営業時間･休業日等は各店舗により異なります。
万代店　粟山店　内野店　新津パルス店　県央店　イオン新潟東店　黒埼店　新発田店　中山店　小新店
とやの店　豊栄店　横越店　イオン新発田店　アピタ新潟西店　アピタ亀田店　イオン新潟南店
ムサシ新潟店　イオン新潟青山店　イトーヨーカドー丸大店　イオン白根店　デッキー401店

事業所名

会員番号

利用者氏名

＊下記に記入のない場合は使用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター コピー不可
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●ご利用は会員および登録家族に限ります。
●ご利用は本券記載の商品のみとし、他への振替はできません。
●本券は契約店舗のみ有効です。
　（契約店舗はニピイニュース紙面でご確認ください）

イタリアン（各種）
１個 100円割引

事業所名

会員番号

利用者氏名

＊下記に記入のない場合は使用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター コピー不可
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新潟っ子のソウルフード、みかづきのイタリアン。定番
商品から季節商品まで、人気の一品をこの機会にどうぞ！

イタリアン（イメージ）

𠮷野家プリカ申込書  　� ＊コピーしてお使いください。申込先FAX 025-201-6117

事業所名
日中連絡のとれる電話番号

（　　　　　　）

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
〒

№ 会員氏名 会員番号 申込枚数（１会員１枚限り）

１ （申込代表者） １枚（3,000円分チャージ）

２ １枚（3,000円分チャージ）

３ １枚（3,000円分チャージ）

４ １枚（3,000円分チャージ）

５ １枚（3,000円分チャージ）
＊お届け先は事業所のみとさせていただきます。＊事務手数料軽減のため、事業所単位でのお申込みにご協力ください。＊振込用紙は申込代表者のお名前で発行します。



№ 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。　＊手数料軽減のためなるべく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 FAX 025-201-6117
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8,000円（額面500円×20枚）
●1,200セット募集
●１月17日（日）締切（必着）�＊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。２月中旬、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
はジェフグルメカードホームページ
でご確認ください。

コロナに負けるな！応援価格

弥彦 桜井郷温泉 さくらの湯
お食事付クーポン券
毎日完全換水の源泉100％かけ流しの施設です。温泉とお食事で一日ゆった
りとおくつろぎください。お食事は９種類のメニューからお選びください。
●利用期間：令和３年１月９日（土）〜３月31（水）まで��＊不定休
●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　＊追加発行はいたしません
●中学生以上　1,400円（通常2,200円）
入館料（浴衣・バスタオル・タオル付）+食事1,200円相当

●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枚を入館時にご提出ください。

●お食事は１F「お食事処　一葉」をご利用ください。
他の割引との併用はできません。
小学生は温浴施設共通利用券で420円で入館できます。
３歳未満の入館は無料です。

弥彦 桜井郷温泉 さくらの湯
　西蒲原郡弥彦村大字麓1970　Tel.0256-94-1126
　10：00〜21：00営業（最終入館20：15）＊時短営業中

【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

●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

弥彦  桜井郷温泉
さくらの湯

お食事付きクーポン券

弥彦桜井郷温泉 さくらの湯
西蒲原郡弥彦村大字麓1970 Tel.0256-94-1126

中学生以上 1,400円（通常2,200円）
・入館料（浴衣・バスタオル・タオル付）
・ 食事1,200円相当（メニュー表より選択）

有効期限
R3.1.9㊏
～3.31㊌

【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

●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

弥彦  桜井郷温泉
さくらの湯

お食事付きクーポン券

弥彦桜井郷温泉 さくらの湯
西蒲原郡弥彦村大字麓1970 Tel.0256-94-1126

中学生以上 1,400円（通常2,200円）
・入館料（浴衣・バスタオル・タオル付）
・ 食事1,200円相当（メニュー表より選択）

有効期限
R3.1.9㊏
～3.31㊌

ニピイ会員特別メニュー
・特製海鮮ちらし��・シーフードドリア　��・焼カレー
・てんこもり天丼��・ロースカツ定食　　��・煮魚定食
・カキフライ定食��・ふわトロオムライス��・天ざる（冷）

発行（公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター【ニピイ】

ポポラマーマお食事クーポン

＊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

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。 ●各種割引との併用はできません。
●本券１枚で１名様のみ有効。 ●本券は下記の 2店舗のみ有効です。

ポポラマーマ　河渡マーケットシティ店　新潟市東区河渡庚240-1
ポポラマーマ　出来島店　新潟市中央区南出来島２-8-17

700円(税込)以上ご注文で300円割引

※注文時に提出　※現金精算のみ
期 間  R3.1.15㊎～R3.3.31㊌
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【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

事業所名

会員番号

利用者氏名

■期間 R3.1.8金～R3.3.31水　2/3休館

●ご利用は会員および登録家族に限ります
　未就学児のご入館はご遠慮いただいております
●本券１枚で１名のみ、各種割引との併用はできません
●本券は下記施設のみ有効です
カーブドッチヴィネスパ
新潟市西蒲区角田浜1661  ℡ 0256-77-2226
（営）平日 10:00～21:30／土日祝 7:00～21:30

※入館時に提出
※上記に記入のな
　い場合は使用で
　きません

入館料 750円(税込)

入館利用券VINESPA
カーブドッチ ヴィネスパ

カーブドッチ ヴィネスパ入館利用券

●１月８日（金）〜３月31日（水）＊2/3は休館
●ご利用は会員と登録家族（会員と同居している配偶者･親･22歳までの子）
＊利用券の対象は小学生以上（未就学児のご入館はできません）

●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
●入館料750円（一般料金1,000円）
＊レンタルタオル･館内着別途（各230円･税別）
　環境に配慮しタオルはできるだけご持参ください

●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
（クーポン券は入館時に提出）
＊平日夜間割引（17時〜600円）など各種割引との併用はできません

ワイナリーの敷地内にある源泉掛け流しの日帰り温泉施設です。
角田山を望む癒やしのスパでゆったり贅沢な時間をお過ごしください。

カーブドッチ ヴィネスパ
新潟市西蒲区角田浜1661
℡0256-77-2226
平　日�10：00〜21：30
土日祝�� 7：00〜21：30
女　湯　露天風呂、内湯、ジェットバス
男　湯　露天風呂、内湯、遠赤外線サウナ
　◇ライブラリー･休憩室　◇整体･足つぼ
　◇アロマ岩盤浴（女性専用･別途料金）
　◇レストラン　◇AVEDAヘアサロン
泉質の異なる２種類のお湯は、お肌がつるつる＆体が温まると評判です。

【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

事業所名

会員番号

利用者氏名

■期間 R3.1.8金～R3.3.31水　2/3休館

●ご利用は会員および登録家族に限ります
　未就学児のご入館はご遠慮いただいております
●本券１枚で１名のみ、各種割引との併用はできません
●本券は下記施設のみ有効です
カーブドッチヴィネスパ
新潟市西蒲区角田浜1661  ℡ 0256-77-2226
（営）平日 10:00～21:30／土日祝 7:00～21:30

※入館時に提出
※上記に記入のな
　い場合は使用で
　きません

入館料 750円(税込)

入館利用券VINESPA
カーブドッチ ヴィネスパ

発行（公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター【ニピイ】

ポポラマーマお食事クーポン

＊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

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。 ●各種割引との併用はできません。
●本券１枚で１名様のみ有効。 ●本券は下記の 2店舗のみ有効です。

ポポラマーマ　河渡マーケットシティ店　新潟市東区河渡庚240-1
ポポラマーマ　出来島店　新潟市中央区南出来島２-8-17

700円(税込)以上ご注文で300円割引

※注文時に提出　※現金精算のみ
期 間  R3.1.15㊎～R3.3.31㊌

譲渡・コピー不可 発行（公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター【ニピイ】

ポポラマーマお食事クーポン

＊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

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。 ●各種割引との併用はできません。
●本券１枚で１名様のみ有効。 ●本券は下記の 2店舗のみ有効です。

ポポラマーマ　河渡マーケットシティ店　新潟市東区河渡庚240-1
ポポラマーマ　出来島店　新潟市中央区南出来島２-8-17

700円(税込)以上ご注文で300円割引

※注文時に提出　※現金精算のみ
期 間  R3.1.15㊎～R3.3.31㊌

譲渡・コピー不可

ポポラマーマお食事クーポン
あつあつモチモチ「ゆで上げ生パスタ」が自慢！
新潟市内の２店舗でランチにもディナーにもいつでも使えるクーポン券です。
また、テイクアウトでの利用も可能です。
●１月15日（金）〜３月31日（水）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　＊譲渡・紛失等による追加発行はいたしません。
●クーポン券１枚につき、700円（税込）以上ご注文で300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。
他の割引との併用は不可です。(注文時に提出・現金精算)
＊期間中は混雑が予想されます。満席の場合は、お待ちいただく可能性があります。

●ポポラマーマ　河渡マーケットシティ店　新潟市東区河渡庚240-1
ポポラマーマ　出来島店　新潟市中央区南出来島２-8-17

テイクアウトOK



■１月の慶弔給付金対象者
対象者 １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23年１月入社
勤続祝金（満15年） 平成18年１月入社
勤続祝金（満20年） 平成13年１月入社
勤続祝金（満25年） 平成８年１月入社
勤続祝金（満30年） 平成３年１月入社
勤続祝金（満35年） 昭和61年１月入社
成人祝金 平成13年１月生まれ
還暦祝金 昭和36年１月生まれ
水晶婚祝金 平成18年１月結婚
銀婚祝金 平成８年１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。

■利用ガイドブック掲載内容の変更
タビックスジャパン新潟支店（P12）　提携解除
　指定保養施設利用補助券の取扱い��令和３年１月29日まで
ハイツ＆いこいの村（P16）
　くらしき山陽ハイツ　令和２年12月31日提携解除
　他全施設　　　　　　令和３年３月31日提携解除

■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。

  次 号 予 告
・サルーングループお食事クーポン　・ヨガ利用券
・図書カード割引斡旋
・ANAランチクーポン
・福祉施設手作り品お買い物クーポン

※内容は変更になる場合があります。

間違い探し正解発表
正解 ①５個

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587件）

■新規入会事業所紹介 （12月入会：２事業所）
・（株）バウハウス� 中央区堀之内南
・国民民主党新潟県総支部連合会� 中央区新光町

■１月は第４期（１～３月分）の会費引落月です
１月29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。

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。

●�利用ガイドブックP76「紹介カード」に必要事項をご
記入の上、ニピイ事務局までFAXお願いいたします。
●お電話でもお受けいたします。
　TEL：025-201-6113
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