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お取り寄せ特別企画 ～第３弾～

2021 年

月号

加入状況

会 員 数 17,897 名
事業所数 1,251 事業所
令和３年３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。

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。おいしい食べ物で幸せを!!
● 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、ご注文ください。
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

商品により異なります。

※１会員につき１商品１セットまで

山形県産さくらんぼ 佐藤錦
母の日カーネーション+カードセット

訳あり 宮崎マンゴー
約１㎏

全商品
送料無料!!

〈購入パスワード〉

2104

※各商品共通

静岡県産 クラウンメロン
大１玉

最高級山形のさくらんぼ佐藤錦18粒を

宮崎産は樹で100％完熟させているた
伝統が生んだまろやかな気品マスクメ
ロンのトップブランド。
「訳ありの理由」
宝石箱のように詰め、カーネーション１ め、うまさがちがいます！
名人が作った果実の王様！
本と「お母さんありがとう」のメッセージ は、外観が変形したり、キズ、黒みがあっ
マスクメロン「静岡クラウンメロン」
たり、色が浅かったり…でも、中身や味
カードを添えてお届けします。
この機会にぜひご賞味ください！
は正真正銘の宮崎県産マンゴーです！
会員価格 4,000円
（通常4,980円）
会員価格 4,000円（通常5,060円）
会員価格 4,200円（通常5,130円）
内 容 量 18粒＋カーネーション１本＋
内 容 量 １
 玉約1.4kg前後（大玉）化粧箱入
内 容 量 １箱１kg ２～８個入り
※到 着希望日の１週間前までにご注文く
メッセージカード
（大玉・小玉が混ざります）
ださい。
※お届けは５月５日（水・祝）～５月９日（日） ※６ 月中旬頃から順次発送予定ですが、生

※必ず到着日をご指定ください。
のいずれかになり、ご指定はできません。
育の都合で早く出荷する場合があります。 ※ご指定到着日は要望欄にてご記入ください。
※購入受付は４月28日締切です。
※購入受付は５月16日締切です。
※購入受付は５月16日締切です。
URL：https://bit.ly/3b3EIgD

URL：https://bit.ly/300gWvM

利用補助券冊子を発送いたしました
2021年度分利用補助券冊子を事業
所宛にお送りしました。
＊利 用補助券冊子は紛失されても
再発行ができません。
＊他 人への譲渡・転用を固く禁じ
ます。
なお、利用ガイドブックは継続利
用となります。
内容変更のあったものは利用補助券冊子に記載してお
ります。ご確認ください。

URL：https://bit.ly/3q5BLjS

５月号の到着は５/7
（金）
以降です

G.W.期間は配送業者がお休みのため、５月号の到着
は５/７（金）以降となります。５/12（水）で未達の場合は
ニピイまでご連絡ください。
ニピイHPでのpdf公開は５/６（木）です。

次 号 予 告

※内容は変更になる場合があります。

・初夏のギャザリング 水曜・日曜午後開催
・グルーデコZoom講座 6/13
（日）
・16（水）
・日本酒セミナー
・スターバックス商品券

service center news
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お買い物クーポン
400円以上のお会計1回につき400円引き

利用期間 R3.4.1㊍～5.31㊊

お買い物クーポン
400円以上のお会計1回につき400円引き

事業所名

事業所名

会員番号

会員番号

利用者
氏名

●ご利用は会員･登録家族に限ります
●400円以上のお会計１回に１枚適用可
●本券１枚で400円お引きします

●キラキラマーケット
中央区清五郎 336
TEL.025-384-8487
※欄内に記入のな
営 10:00 ～
□
〜 18:00（変更あり）
い券は利用でき
Ⓟ90分無料 第２㊋定休
ません

譲渡・コピー不可

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

いくとぴ あ
食花直売所

利用者
氏名

●ご利用は会員･登録家族に限ります
●400円以上のお会計１回に１枚適用可
●本券１枚で400円お引きします

利用期間 R3.4.1㊍～5.31㊊

●キラキラマーケット
中央区清五郎 336
TEL.025-384-8487
※欄内に記入のな
営 10:00 ～
□
〜 18:00（変更あり）
い券は利用でき
Ⓟ90分無料 第２㊋定休
ません

譲渡・コピー不可

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

いくとぴ あ
キラキラマーケットお買い物クーポン
トお
食花直売所 キラキラマーケッ

キラキラマーケットは
「農家とお客さまをつなぐ。」を大切にした、農産物を販売する直売所です。
キラキラマーケットは「農家とお客さまをつなぐ。」を大切にし
お得なクーポンを利用して、新鮮地場産農産物をいただきましょう！
お得なクーポンを利用して、新鮮地場産農産物をいただきまし
● ４月１日
（木）
～５月31日
（月）
の期間でご利用ください ＊第２（火）定休日
● ４月１日（木）～５月31日（月）の期間でご利用ください
● ご利用は、会員と登録家族に限ります

● ご利用は、会員と登録家族に限ります

● 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

● １会員２枚限り

＊第２
（

＊紛失・追加等による再発行はいたしません

● 上のクーポン券に必要事項をご記入のうえ、
切り取って精算時にご提出ください。
● 上のクーポン券に必要事項をご記入のうえ、
切り取って精算時に

● 400円以上のお会計１回に付き、400円引きクーポンを１枚ご利用いただけます。
● 400円以上のお会計１回に付き、400円引きクーポンを１枚ご利
（複数枚の利用は不可）
（複数枚の利用は不可）
店内には旬の野菜が並びます

中央区清五郎336 TEL.025-384-8487
中央区清五郎336 TEL.0
JA新潟市 直売所／いくとぴあ 食花
営業時間 10：00～18：00
（季節･イベントにより変更有）  第２㈫定休日
第２㈫定休日
営業時間 10：00～18：
Ⓟ︎有り、90分まで無料
＊マーケット内ジェラート店でもお使いいただけます
Ⓟ︎有り、90分まで無料
Ⓟ有り、90分まで無料

JA新潟市 直売所／いくとぴあ 食花

お食事＆テイクアウトクーポン
お食事＆テイクア

ホテルイタリア軒のレストラン３店舗で利用できるクーポン券です。店舗で取り扱っているテイクアウトにもご利用いただけます。
ホテルイタリア軒のレストラン３店舗で利用できるクーポン券です
● 利用期間 ４月１日
（木）
～６月30日
（水）
まで ＊除外日5/1（土）～5/5
●
（水・祝）
利用期間 ４月１日（木）～６月30日（水）まで

＊除外日5/1
（土

● ホテルイタリア軒「マルコポーロ」
「中国料理 囍園
（シーエン）」
「螢」 ●
新潟市中央区西堀通七番町1574
ホテルイタリア軒「マルコポーロ」
Ⓟ︎あり
「中国料理 囍園
（シーエン）
」
「
● ご利用は、会員と登録家族に限ります

● ご利用は、会員と登録家族に限ります
ドライ
ブ
● 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。 ● 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
テイク スルー
アウ
実施中 ト
（税込）
以上のメニューを会員証割引10％適用後、300円引き。
（税込）
以上のメニューを会員証割引
● クーポン券１枚につき1,500円
● クーポン券１枚につき1,500円
！
（例）ランチ ￥1,500 ⇒ ￥1,050
（例）ランチ ￥1,500 ⇒ ￥1,050
クーポン券に必要事項を記入のうえ、入店時にご提出ください。
クーポン券に必要事項を記入のうえ、入店時にご提出ください。
＊
＊テイクアウトご利用の場合、要事前予約。その際クーポン利用
＊テイクアウトご利用の場合、要事前予約。その際クーポン利用の旨をお伝えください。
テイクアウトご利用の場合、要事前予約。その際クーポン利用の旨をお伝えください。
クーポン券利用の場合は、他の割引との併用はできません。
（GoToお食事券との併用可）
クーポン券利用の場合は、他の割引との併用はできません。
（Go
割烹 螢
中国料理
囍園（シーエン）

洋食 マルコポーロ
TEL.025-224-5123
7：00～20：30
（ LO20：00）

TEL.025-224-5126
11：30～14：00
17：30～20：30
定休日 毎週木曜日

＊前日15：00までに要予約

TEL.025-224-5128
11：30～14：30
洋食 マルコポーロ （ LO14：00）
17：30～21：00
TEL.025-224-5123
（ LO20：30）
7：00～20：30
（ LO20：00） 定休日 毎週日曜夜

※
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、営業時間が変更となる場合がございま
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、営業時間が変更となる場合がございます。ご確認の上、ご利用ください。
新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、営業時間が変更となる場合がございます。ご確認の上、ご利用ください。

ホテルイタリア軒

お食事＆テイクアウト
300円引きクーポン

期間 R3.4.1(木)～R3.6.30(水)
R3.4.1(木)〜R3.6.30(水) ＊除外日5.1～5.5
＊除外日5.1〜5.5

クーポン券1枚につき1,500円
（税込）
以上のメニューを10％OFF後300円引き
事業所名
会員番号
利用者
氏名
マルコポーロ TEL.025-224-5123
ＳＨＩ－ＥＮ
ＳＨＩ−ＥＮ TEL.025-224-5126
螢
TEL.025-224-5128
【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

●ご利用は会員本人および登録家
族に限ります。
●１枚につき１人１回限り利用可能。
●各種割引との併用はできません。
●精算時にご提出をお願いします。
※欄内に記入のない場合は利用できません

新潟市中央区
西堀通七番町1574

譲渡・コピー不可

ホテルイタリア軒

お食事＆テイクアウト
300円引きクーポン

期間 R3.4.1(木)～R3.6.30(水)
R3.4.1(木)〜R3.6.30(水) ＊除外日5.1～5.5
＊除外日5.1〜5.5

クーポン券1枚につき1,500円
（税込）
以上のメニューを10％OFF後300円引き
事業所名
会員番号
利用者
氏名
マルコポーロ TEL.025-224-5123
ＳＨＩ－ＥＮ
ＳＨＩ−ＥＮ TEL.025-224-5126
螢
TEL.025-224-5128
【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

●ご利用は会員本人および登録家
族に限ります。
●１枚につき１人１回限り利用可能。
●各種割引との併用はできません。
●精算時にご提出をお願いします。
※欄内に記入のない場合は利用できません

新潟市中央区
西堀通七番町1574

譲渡・コピー不可

お買い物クーポン

壁掛け 布絵パネルをつくる

400円以上のお会計1回につき400円引き
事業所名
会員番号
利用者
氏名

利用期間 R3.4.1㊍～5.31㊊

布と糸で描く
「布絵」でツバメのファブリックパネルをつくります。
初夏のお部屋にやさしい彩りを添えてみませんか。
●キラキラマーケット

● ①５月14日
（金）10：00～12：00 中央区清五郎
必ず希望日をご明記ください。
336
TEL.025-384-8487
第２希望まで指定できます。
②５月16日
（日）10：00～12：00
※欄内に記入のな

●ご利用は会員･登録家族に限ります
営 10:00 ～ 18:00
（変更あり）
□
い券は利用でき
●400円以上のお会計１回に１枚適用可
Ⓟ90分無料 第２㊋定休
ません
● 新潟日報カルチャースクールメディアシップ教室
新潟市中央区万代3-1-1
●本券１枚で400円お引きします

※メディアシップ第１または第２駐車場にお停めの場合は30分無料券を進呈
譲渡・コピー不可

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

● １名 2,000円
（通常4,000円）

お買い物クーポン
● 会員と登録家族

＊参加は大人のみ。
イメージ

● 各14名募集
（最少催行４名） ＊応募多数の場合は抽選

180×180mmのパネルを作ります。
● ４月15日
（木）
締切 ＊案内は４月16日発送予定
（選外通知なし）
した、農産物を販売する直売所です。
しょう！ ● 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。

当選者へのみご案内を送付します。ご案内の口座へ直接参加費をお振込みください。
２（火）
定休日
● 持ち物 裁ちばさみ
（なければ紙ばさみ）
、持ち帰り用袋、マスク

ネイル利用券

にご提出ください。

利用いただけます。

新潟市内５店舗、上越市１店舗で利用できるネイル利用券です。
店内には旬の野菜が並びます
お仕事帰りに休日に、お一人で親子でお友達と、ご都合に合わせて
025-384-8487
ご利用ください。 第２㈫定休日
：00（季節･イベントにより変更有）
＊マーケット内ジェラート店でもお使いいただけます

● 利用期間

令和３年４月20日
（火）
～６月30日
（水）
まで

● 会員と登録家族
＊利用券のご利用は期間中１人１回のみ
（高校生以上）

対象コース
ハンドジェル各コース
フットジェル各コース
ハンドケア各コース

アウトクーポン

● ご利用料金より、利用券１枚につき1,000円引き

● 100名募集
す。店舗で取り扱っているテイクアウトにもご利用いただけます。

● ⒈ 直接下記６店舗へ電話で予約をします。
土）
～5/5
（水・祝）
＊予約時に「ニピイ会員で利用券を使用すること」をお申し出くだ
」
「螢」 新潟市中央区西堀通七番町1574
Ⓟ︎あり
さい。
＊予約は利用日の一週間前までにお願いします。＜完全予約制＞
ドライ
ブスル
⒉ 予約の取れた方は、利用ガイド巻末
に必要事項
ん。
ー
テイク「イベント申込書」
アウト
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
実
施中！
引10％適用後、300円引き。
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。
用の旨をお伝えください。
oToお食事券との併用可）

アピタ新潟西店
アピタ新潟亀田店
DEKKY401店
イオン上越店

025-210-5587
025-282-5882
025-290-7800
025-520-7117

PLAKA１本店 025-250-6566
PLAKA３店
025-384-0322
※会員証提示割引・その他割引との併用不可
対象コース 全メニューが対象

初・中級ゴルフ教室（８回コース）
割烹 螢

中国料理
囍園
（シーエン）

＊前日15：00までに要予約

TEL.025-224-5128
11：30～14：30
（ LO14：00）
TEL.025-224-5126
● ４月13日
（火）
～６月12日
（土）
17：30～21：00
11：30～14：00
週１回×８回コース
（途中に休講日あり）
（ LO20：30）
17：30～20：30
定休日 毎週木曜日
定休日 毎週日曜夜

● クラス
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）

ます。ご確認の上、ご利用ください。

● ご参加は会員と登録家族

お食事＆テイクアウト
● １名15,890円
（一般参考20,000円）
＊現地支払
ホテルイタリア軒
300円引きクーポン
＊練習ボールは別途
（１回500円～1,000円程度）
R3.4.1(木)～R3.6.30(水)
＊除外日5.1～5.5
●期間
計40名募集
（定員になりしだい締切）

クーポン券1枚につき1,500円
（税込）
以上のメニューを10％OFF後300円引き
事業所名

● 受講希望者は、施設へ直接、受講申込みをしてください。
●ご利用は会員本人および登録家

会員番号
利用者
氏名
マルコポーロ
ＳＨＩ－ＥＮ
螢

時

＊対象は大人のみ

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
４/13
４/15
４/16
４/17
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
● 持ち物

族に限ります。
予約先：山木戸サンライズゴルフセンター
（TEL.025-274-2427）
●１枚につき１人１回限り利用可能。
＊予約の際は
「ニピイ会員であること」
をお申し出ください。
●各種割引との併用はできません。

 ローブ、運動のできる服装、
グ
運動靴、タオル等

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。
●精算時にご提出をお願いします。
※欄内に記入のない場合は利用できません
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。
TEL.025-224-5123
TEL.025-224-5126
TEL.025-224-5128

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

新潟市中央区
西堀通七番町1574
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ひらめきパズル 【４月16日必着】

ホッと
一息

左の式は、ある法則にしたがって成り立っています。
？に入る数字は①〜③のうちどれでしょう？

解答および必要事項を記入
の う え、 ニ ピ イ ま でFAX
等でご応募ください。正解
者の中から抽選で100名に
クオカード500円分をプレ
ゼントします。

会員番号

ニピイFAX
025−201−6117

①12

②26

③34

答え
漢字リレーパズル 正解発表

－

1,049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100名にミスド商品券500円
分をプレゼントいたしました。

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】

ニピイバスを探せ！
２月よりニピイの車外広告が付いた路線バスが走っています。
バスを見つけ、応募していただいた方の中から抽選で100名に500円相当の商品券をお送りします。
● 参加資格

会員本人のみ、１回限り
（重複は受け付けません）

● 応募締切

６月30日
（水）
必着

● 応募方法 利
 用ガイド巻末「イベント申込書」に「①見た月日・
時間  ②見た場所またはどこ行きのバスか  ③ニピ
イへ一言」
を記入のうえ、FAX等でご応募ください。
● 当選発表

 選結果は商品の発送をもってかえさせていた
当
だきます。商品の発送は７月中を予定。

新年度分のスポーツ教室参加補助券発行を始めました！
●新潟市内の公共体育施設で開催されるスポーツ教室参加費を補助券１枚につき1,000円補助します。
●補助券の詳細につきましては、2020～2021年度版利用ガイドブックP26に掲載されています。
●スポーツ教室の参加は各施設へ直接お申込みください。

●スポーツ教室の詳細は各施設ホームページなどでご確認ください。
利用できる施設
北

豊栄総合体育館
区 遊水館
北地区スポーツセンター

東

東総合スポーツセンター
区 新潟市庭球場
下山スポーツセンター

鳥屋野総合体育館
西海岸公園市営プール
中央区
新潟市陸上競技場
新潟市体育館
亀田総合体育館
江南区
横越総合体育館

service center news

南

白根カルチャーセンター
区 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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ニピイ会員は、全福センターのサービスが受けられます！
利用して、
全福センターを
られます！
け
受
県外の割引も

全福センターとは…

全国の勤労者福祉サービスセンターが加入しており、ニピイ会員は全福センターが
提供する県外のサービスを受けることができます。

◀全福センターホームページ
http://www.zenpuku.or.jp
ログインID：sh パスワード：zenpuku
ニピイは
「信越・北陸Ｂ会員」
です

全福センター加盟のマーク
ニピイ会員は、
全福センター会員でもあります。

※手続方法などの理由により、ニピイで取り扱っていないサービスもあり
ます。
「取扱いの有無は所属のサービスセンターにご確認ください」
等
記載があるものは、ニピイ事務局までお問合せ願います。

通 信 講 座 を ご 紹 介！

ユーキャン通信講座
適用対象 会員と登録家族

講座価格の

15％を支援

ＮＨＫ生涯学習通信講座

申込方法 全福センターホームページの「カルチャー・通信講座」の該
当ページにある
「お申込みはこちら」から、
「 全福センター
会員向けユーキャン通信講座申込みページ」
で手続き

適用対象 会員と登録家族

ご注意

全福センターホームページ経由でお申込みください。
直接ユーキャンへ申し込まれたものは割引となりません。

全福センタートップページ
ユーキャンのバナーをクリック

人気講座

スキル

2,000円引
趣味

該当ページにある添付ファイル「全福センター会員専用
受講申込書」
をダウンロードし、記入後、ニピイへFAXま
新しいこと
たは郵送
始めてみませんか？
◆講座一覧は「ＮＨＫ学園生涯学習通信講座」のホーム
ページをご覧ください。
◆割引対象外の講座があります。
対象外例）
コーチングアシスタント養成、食育メニュー
プランナー、電験三種、ネット講座、e－ラーニング など
◆申込用紙送付先はニピイ事務局です。
直接ＮＨＫ学園へ申し込まれたものは割引になりません。

人気講座

・医療事務
・ファイナンシャルプランナー
・簿記 などなど

広告

対象講座を

申込方法 全福センターホームページの「カルチャー・通信講座」の

※手続きは会員とユーキャンの間で直接行われます。
ニピイ経由のFAX申込は取り扱っておりません。

ご注意

資格

実務につながる講座が人気！
ラインナップも充実しています。

・書道、ペン字
・俳句、短歌、川柳
・写真、絵手紙 などなど

趣味の講座が豊富です。
ビギナーも始めやすいですよ。

水まわりクリーニング 2,000円OFF
おそうじ本舗 新潟茅野山店

●割引期間：4/1～4/30にご注文の方
●縦型洗濯機分解クリーニング（日立製以外）
通常価格￥23,100 →

￥20,900

●縦型洗濯機分解クリーニング（日立製）
通常価格￥28,600 →

￥26,400

（洗濯パンクリーニングは＋￥2,200）

●レンジフードクリーニング（ノーマルタイプ）
通常価格１台あたり

￥19,800

→

￥17,600

●レンジフードクリーニング（アイランド型）
通常価格￥22,000 →

￥19,800

tel 025-282-7377

●レンジフードクリーニング（お掃除機能付き）
通常価格￥26,400 →

￥24,200

（レンジフードクリーニングは強い油汚れ除去を含む価格です）

●浴室クリーニング
（オプションなし）
通常価格￥16,500 →

￥14,300

（オ プション：鏡のウロコ取り、エプロン内部、浴室換
気扇分解洗浄、窓外側、ブラインド、備品洗浄等）

●キッチンクリーニング
（オプションなし）
通常価格￥18,150 →

￥15,950

（オプション：レンジフード、Ｌ型、シンク研磨等）

お気軽にお電話ください！

tel 025-282-7377
おそうじ本舗 新潟茅野山店

価格は消費税込みの価格です
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事務局からのお知らせ
■利用ガイドブック掲載内容の変更
日帰り温浴施設の利用券料金 【P24】
次の２施設は、タオル付きから、タオルなしの料金となり
ました。
・福寿温泉じょんのび館
大人 550円
（800円）→ 480円
（680円）
小人 350円
（450円）→ 200円
（300円）
・秋葉温泉花水
大人 550円
（950円）→ 500円
（800円）
小人 300円
（550円）→ 200円
（400円）

■新規提携店のご案内
ホテルイタリア軒 新潟市中央区西堀通7-1574
会員証提示で、レストランの飲食料金10%割引
（他割引との併用不可）
マルコポーロ
TEL 025-224-5123
囍園 シーエン
TEL 025-224-5126
バーイタリア倶楽部 TEL 025-224-5125
割烹 螢		
TEL 025-224-5128
すし柳美		
TEL 025-229-6268
エーネイルサロン 新潟市中央区笹口1-1
会員証提示で、基本料金5%割引
（メニュークーポン以外併用不可）
プラーカ１本店 TEL 025-250-6566
プラーカ３店
TEL 025-384-0322

■４月の慶弔給付金対象者
対象者

４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

勤続祝金（満10年）

平成23年４月入社

勤続祝金（満15年）

平成18年４月入社

勤続祝金（満20年）

平成13年４月入社

勤続祝金（満25年）

平成８年４月入社

勤続祝金（満30年）

平成３年４月入社

勤続祝金（満35年）

昭和61年４月入社

成人祝金

平成13年４月生まれ

還暦祝金

昭和36年４月生まれ

水晶婚祝金

平成18年４月結婚

銀婚祝金

平成８年４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。

お知り合いの事業所を
ご紹介ください

■事務担当者様へ 会員異動の手続きはお早めに
３月から４月にかけては異動が多い時期です。入退会の届
出書類は期限までにご提出ください。

退会届【３月31日退会分】 ４月５日
（月）必着で
→
入会届【４月１日入会分】 ご提出ください。
＊事業所間の異動は、退会届･入会届を同時にご提出ください。

■４月は第１期
（４～６月分）
の会費引落月です
４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。

■入学祝金のご請求をお忘れなく

対象者

給付種類

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

４月１日付けで、ニピイ会員の資格があり、
この春、小・中学校に入学されるお子様が
いらっしゃる会員は入学祝金を請求できます。

■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。

■給付金対象者一覧表を発送します
登録内容をもとに令和３年度（４月～翌３月）に発生する給
付についてお送りします（４月25日までに送付予定）給付事
務の参考資料としてご活用ください。

●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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