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Web申込み
ご利用ください

TEL 025-201-6113
FAX 025-201-6117

発　行 ／ 公益財団法人 新潟市勤労者福祉サービスセンター
〒951-8061 新潟市中央区西堀通６番町878番地１ 西堀７番館ビル３階

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。

s e r v i c e

c e n t e r
n e w s

加入状況
62021年

月号
会 員 数 17,859名
事業所数 1,231事業所
令和３年５月１日現在

●販売日時　６月27日（日）　８：00～12：00迄
ご希望の受取り時間（組）を第２希望まで記入の上、お申し込みください。
Ａ組　  8：00～  9：00　/　Ｂ組　  9：00～10：00
Ｃ組　10：00～11：00　/　Ｄ組　11：00～12：00

●販売場所　太田農園　現地販売所（新潟市西区赤塚）当選者へ案内図を送付いたします。
●販売価格　 1,000円（税込） １セット（スイカ  紅小玉×２玉）（市場価格１玉 約980円）
●支払方法　 現地販売受付けにて、ニピイ補助券と現金1,000円で商品をお受け取りください。
●購入は１会員１セット（紅小玉２玉）限り。
●６月14日（月）締切日となります。 ＊応募多数の場合は抽選
●当選案内は６月16日（水）から随時発送いたします。選外通知はありません。
●申込方法は、利用ガイドブック巻末「イベント申込用紙」に必要事項を記入し、
FAX等でお申し込みください。受取り時間は第２希望まで記入願います。

● 開催日時 7/3（土） 7/4（日） 7/10（土） 7/11（日）

時　間 ①10：00～ ③10：00～ ⑤10：00～ ⑦10：00～
②13：00～ ④13：00～ ⑥13：00～ ⑧13：00～

会　場 えんでば横越 ハッピーライフクッキング新発田
作　品 お寿司マグネット パフェメモスタンド お寿司マグネット パフェメモスタンド
＊日時により会場・作成作品が違いますので、お申込みの際はご注意ください。

●会場 ・えんでば横越　新潟市江南区横越川根町3-1-48
　　 ・ハ ッピーライフクッキング新発田 

新発田市富塚町3-3-12　ドコモショップ新発田店２階
●会員と登録家族　＊参加は小学生以上（同伴者１名まで）
●１名　2,000円（通常3,500円）
●各回５名募集　＊応募多数の場合は抽選
●６月16日（水）締切　＊案内は６月18日発送予定（選外通知なし）
（１） 利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入し、FAXやWebからお申し込みください。必ず、希望日時と参加当

日の連絡先電話番号をご記入ください。
（２）締切後、当選者へ参加案内・参加費振込用紙を送付します。
●講師　メコ☆しろSweets　藤井裕子先生
＊感染症予防対策として、マスクの着用をお願いします。

一足早く夏先取り！ スイカの産直販売 数量限定２００セット
農薬や化学肥料を極力減らして栽培した太田農園のスイカは「特別栽培認証」を県内で唯一取得しています。安心・安全
にも配慮し、手間ひまかけて育てた小玉スイカは、大玉スイカにも負けず劣らずのシャリ感と甘味が自慢のスイカです。

食品サンプルで遊ぼう！
食品サンプルのお寿司マグネットやパフェのメモスタンドを作ろう！
樹脂を流して成形作業も体験。先生が教えてくれるのでお子様でも安心！

＊所要時間約２時間
ご希望の日時を第３希望
まで入れてください。

イメージイメージ

次
号
予
告

・夏の花でつくるスワッグ 7/29(木) 31(土)
・胎内どんぐりクラフト 7/31(土) 8/8(日)
・CoCo壱番屋カレークーポン
・イオンシネマチケット  ※内容は変更になる場合があります。
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●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　令和３年７月16日（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 ～第４弾～ 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。

和歌山県の「あら川の桃」 ２㎏
桃づくり390年の伝統と最適な砂質土壌
が生んだ名品です。一つ一つ吟味し、化学
肥料は一切使用していません。化粧箱入り
ですので、贈答用にもご利用ください。
会員価格　4,500円（通常5,450円）
内 容 量　 １箱約２kg：５～10玉（大き

さにより玉数が変わります。）
※ 販売期間中に白鳳から白桃へ入れ替わ
ります。発送時期に応じての品種とな
りますので、ご了承ください。
７月中旬～８月中旬頃から入金確認後順
次発送予定
URL：https://bit.ly/32O6rgE

国産うなぎ蒲焼（有頭） 
２本セット

活きのよい厳選したウナギを、職人が丹
精こめて作り上げたので、ほどよい脂が
のっていて、ふわっととろける美味しさ
を味わえます。２尾で約250ｇの大サイ
ズの鰻蒲焼は食べ応え満点です。

会員価格　3,500円（通常4,980円）
内 容 量　 250ｇ前後 

〔有頭２尾入　化粧箱〕
入金確認後順次発送予定

URL：https://bit.ly/3dRUFbq

天然真鯵使用♪真鯵たたき 
10人前セット

国産の天然真鯵を1人前パックに加工し
ました。さらに、専用のたれ、ごま、刻
みのりも付いています。解凍してそのま
まお召し上がりいただけます。

会員価格　3,280円（通常3,980円）
内 容 量　 10人前〔１人前（あじ60g、 

たれ15g、ごま1.5g、 
のり0.3g）×10袋〕

入金確認後順次発送予定

URL：https://bit.ly/2R1JfbN

全商品
送料無料!!

〈購入パスワード〉
2 1 0 4

※各商品共通

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体験してください。

●開園期間　６月26日（土）～８月１日（日）　９：00～17：00
●ご利用は会員と登録家族
●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400円（通常料金800円）になります。
※入園料はブルーベリー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）無料となります。

●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TEL 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。

■ 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400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400円 利用期間：R３年６月26日（土）〜R３年８月１日（日）

【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400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400円 利用期間：R３年６月26日（土）〜R３年８月１日（日）

【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

★運がいいと、「カブト虫」が採れます。（無料）



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

■ 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400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400円 利用期間：R３年６月26日（土）〜R３年８月１日（日）

【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

●クーポン利用は、６月１日（火）～７月31日（土）
●クーポン利用は会員と登録家族のみ
●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300円（一般540円）
カスタードクッキーシュー３個セット350円（一般600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

【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 300円（税込）

期 間
R3.6.1㊋〜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 350円（税込）

期 間
R3.6.1㊋〜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

イメージ

№ 会員氏名 会員番号 申込内容（1会員1枚限り）
１
（申込代表者）

1枚 （額面10,000円分）

２ 1枚 （額面10,000円分）

３ 1枚 （額面10,000円分）

４ 1枚 （額面10,000円分）

５ 1枚 （額面10,000円分）
＊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。

クオ･カード 10,000円券
●会員本人のみ、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8,500円（額面10,000円） コロナに負けるな！応援価格
●1,500枚募集　先着順ではありません。締切日までにお申込みください。
●６月20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。
７月中旬、宅配便で事業所宛てに発送します。
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。

 クオ・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
〒

有効期限はありません。
使えるお店はクオカードのホームページで
ご確認ください。
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田中屋本店
みなと工房 手作り笹だんご教室
生地作りから笹巻きまでを体験できる、手作り笹だんご教室です。
新潟の文化を感じながら、楽しく体験できます。お1人でも親子でもどうぞ。

サンキャッチャー夏リース作成キット
おうちで作れる夏向けリースの作成キットです。
作り方は説明書（QRコード付き説明書）で確認しながら作成できます。
木工用ボンドで簡単に作れるので、お子様もお作りいただけます。

●①６月26日（土） 10:00
②７月２日（金） 13:00
③７月４日（日） 10:00
④７月８日（木） 13:00

●（株）田中屋本店 みなと工房（中央区柳島町1-2-3）　Ⓟ有り（台数限定）
●1,500円（笹だんご10個お持ち帰り、一般料金2,200円）
●ご参加は会員と登録家族、1人1回限り
・中学生以上（個人参加）：1人で10個作ります。
・ 小学生以下（ペア参加）：必ず保護者（18歳以上）同伴、２人で10個作ります。 
（２人目のお子様の追加などの場合、個人参加扱いとなります）

●６月15日（火）締切　＊案内は６月17日発送予定（選外通知なし）
●（１） 利用ガイド巻末「イベント申込書」に記入しFAX、またはWebよりお申込みください。

「希望日時（第２希望以下の指定も可）」「参加当日の連絡先電話番号」をご記入ください。
（２）締切後、当選者へ参加案内・参加費振込用紙を送付いたします。

●１名　800円　（通常1,600円）
●会員と登録家族　　● 30名募集 ＊応募多数の場合は抽選
●６月15日（火）締切　＊６月末までに発送予定（選外通知なし）
●（１） 利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入し、 

FAXやWebからお申し込みください。
（２）締切後、当選者へニピイから参加費振込用紙・作成キットを送付します。

当選後のキャンセルはできません。ご了承いただける方のみご応募ください。
●作家　le repos d'un ange　町原先生

＊各回定員20名（最少実施５名）
　所要時間約２時間
希望日時（第２希望以下も指定可）
を必ずご記入ください

イメージ

イメージ

直径約12㎝のリースに
アーティフィシャルフラワーを
アレンジメントします。
サンキャッチャー付き
＊リースフックはつきません。

おうち時間を
楽しもう！

マリンピア日本海 年間パスポート引換券
●ご利用は会員と登録家族に限ります（１人１枚限り）
●パスポート作成日より１年間有効
●価格 券　種 会員料金（一般料金）

大人（高校生以上） 3,000円（一般3,500円）
小人（小中学生） 1,000円（一般1,300円）

㊟希望の券種【大人・小人】と必要枚数をお書きください。
　その枚数と一致する利用者名をご記入ください。
　締切後の申込み・キャンセルはお受けできません。
＊ ３歳以下無料、幼児（４歳以上）年間パスポート一般料金400円（今回斡旋はありません）

●６月30日（水）締切　＊７月中旬に発送予定
●利用ガイド巻末「チケット申込書」に記入しFAX、またはWebよりお申込みください。
引換券到着後、１週間以内に同封の振込用紙でお支払いください。
引換券を施設に提出し、当人の顔写真入りパスポートを作成します。（作成日より１年有効）

㊟パスポートを作成する際、引換券の区分が当人の券種区分と異なる場合は無効となります。

 １年間、何度でも入館可能！
 館内レストラン１割引！
   ミュージアムショップで1,000円以上購入で 
ステッカープレゼント！
 提携水族館の入館料割引！

＊詳細はマリンピア日本海HPをご覧ください

新潟市水族館マリンピア日本海
中央区西船見町5932-445 ℡.025-222-7500
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キックボクシングエクササイズ
キックボクシングの動きを取り入れたエクササイズです。
運動不足の解消やダイエット、ストレス解消に！思いっきり体を動かそう!!

●令和３年６月10日（木）～８月28日（土）　＊木・土のみ
●トミー道場　 新潟市中央区稲荷町3511番地1　北部総合コミュニティセンター内 

※現地１Ｆ案内板にてご確認ください。
●会員と登録家族 　＊参加は３歳以上、１人１回限り　　● 100名募集
●１名　250円（通常料金500円）＊レジャー保険適用
●⒈ 電話で予約をします。 【TEL 080-2029-4776（山崎）】
　 ＊予約時に「ニピイ会員」とお申し出ください。
　 ＊予約は利用日の３日前までにお願いします。
⒉ 当日、ニピイカードを持参し、受付で氏名等を記入します。
⒊ 現地にて料金をお支払いいただき、ご参加ください。（現金精算）

●持ち物　タオル・水分　＊運動のできる服装
＜レッスン＞ 各60分
木曜  18：00  親子クラス
　　  19：00  誰でもクラス

土曜    9：00  女性クラス
　　  10：00  誰でもクラス

イメージ＊ 開催日や詳細については 
ＨＰよりご確認ください。

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（火）まで　　● 会員と登録家族
●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400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 Ｒ3.8.31
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400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 Ｒ3.8.31
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400円）

ひらめきパズル 【６月16日必着】 ニピイFAX
025−201−6117

ホッと
一息

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】

ある法則にしたがって矢印の関係が成り立っています。
？に入る言葉に最も関係があるのは、①〜③のうちどれでしょう？

①麻婆豆腐 ②チョコレート ③油揚げ

答え

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名に図書
カード500円分をプレ
ゼントします。

ナンプレ 数字パズル 正解発表
前月号掲載の「ナンプレ 数字
パズル」の正解を発表します。
815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
名にジェフグルメカード500円
分をプレゼントいたしました。



・体長 ／ ～ ｍｍ
・特徴 ／ 黒アリのウエストはくびれているが、

白アリのウエストは寸胴。
羽は 枚あり、同じ大きさ。
黒アリの触角は 字だが、白アリの触角
はまっすぐ伸びている。

・生息地 ／ 湿った風呂場や雨で濡れた庭の枯れ木
など、湿気のあるところが大好き。

広告

■新規提携店のご案内
エンジョイ・ライフ・クラブ （スパ&ラウンジ長潟含む）
　 会員証提示で、エンジョイ・ライフ・クラブ会員（温浴+ 

カルチャー教室+ゴルフ会員）の月額会費1,100円割引
（対象 ニピイ会員及び登録家族）

　※コワーキング及びプレミアム会員は割引なし
　　新潟市中央区女池8-16-17
　　ケーズデンキ女池インター本店２階　℡ 025-250-5240

指定保養施設利用申込みについて
　一部で不適切な申請が見受けられます。宿泊施設の予約
が取れてから、お申込みください。宿泊日や宿泊施設が決
まらないうちに申込みをされても、利用補助券は発券でき
ませんのでご注意ください。なお、宿泊状況を確認させて
いただく場合もあります。また、申請に不正が確認された
場合には、利用制限や退会の対象となります。
　 利用手続きの流れ　①宿泊先・日を決める→②指定旅行
社又は指定宿泊施設ヘ直接予約する→③利用補助券を申
込む→④利用補助券を提出し精算する

■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23年６月入社
勤続祝金（満15年） 平成18年６月入社
勤続祝金（満20年） 平成13年６月入社
勤続祝金（満25年） 平成８年６月入社
勤続祝金（満30年） 平成３年６月入社
勤続祝金（満35年） 昭和61年６月入社
成人祝金 平成13年６月生まれ
還暦祝金 昭和36年６月生まれ
水晶婚祝金 平成18年６月結婚
銀婚祝金 平成８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

■利用ガイドブック掲載内容の変更
・閉店　日本旅行サービスイオン新潟西営業所 （P12）
・融資　あんしん住宅ローン （P44）
　保証料はろうきん負担 → 保証料は会員負担の場合もあり

■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。

■新規入会事業所紹介 （５月入会：１事業所）
・セブンイレブン新潟古町通４番町店  中央区古町通４
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