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二ピイ
ニピイ 検 索

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
92021年

月号
会 員 数 17,939名
事業所数 1,226事業所
令和３年８月１日現在

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！

イチからはじめるパン教室
クランベリーとクリームチーズのベーグルを手捏ねで作ろう！計量から焼き上げまで全て自分の手で作ります。
初心者も優しくサポート！焼きたてのパンを味わいましょう。

● ９月25日（土） 9：00～11：00
※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

● 1,700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14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やWebから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。

● ①10月３日（日） 9：30　⑤10月12日（火）13：30
②10月３日（日）13：30　⑥10月12日（火）18：30
③10月７日（木） 9：30　※各回定員10名（最少実施３名）
④10月７日（木）13：30　　　所要時間約２時間半
希望日時（第２希望以下も指定可）を必ずご記入ください

● イチからはじめるパン教室万代校　
中央区万代1-6-1　万代シティバスセンタービル４階
万代テラス　駐車場なし

● 1,800円（パン５個お持ち帰り、一般料金3,750円）　＊現地支払
● 会員と登録家族　＊参加は中学生以上、１人１回限り
● ９月15日（水）締切　＊案内は当選者のみ９月21日発送（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、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、当選者の参加案内を送付いたします。

イメージ

イメージ

参加当日の連絡先電話
番号をご明記ください

  次 号 予 告
 ・だいこん抜き　11月７日（日） ・青人窯 陶芸体験　９～11月 ・とんかつクーポン
 ・ユニクロギフトカード斡旋 ・東映ホテルランチクーポン ※内容は変更になる場合があります。



注目の２店舗
同時開催！　 ジェラート共通クーポン

● ９月１日（水）～10月31日（日）の期間でご利用ください
● ご利用は、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
● クーポンに必要事項をご記入のうえ、切り取ってお使いください。
● 対象ジェラート１つに付きクーポンを１枚適用し、特別価格で購入できます。

図書カードNEXT

図書カードNEXT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
営業所などの場合は「○○営業所・○○支店」まで明記 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（額面5,000円）

2 １枚（額面5,000円）

3 １枚（額面5,000円）

4 １枚（額面5,000円）

5 １枚（額面5,000円）

＊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。

● 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3,800円（額面5,000円） コロナに負けるな！応援価格
● 2,300枚募集
● ９月15日（水）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。

10月下旬に図書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。

【発行】ニピイ（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター

事業所名

会員番号

利用者
氏名

● 未記入の券は利用不可
● 会員 ･ 登録家族のみ利用可
● 対象ジェラート１つに１枚適用
● 本券記載の特別価格で購入可
● 他割引との併用不可

ジェラート共通クーポン 利用期間:R3.9.1㊌～10.31㊐

●キッツェミサ（キラキラマーケット）
ダブル 340円（通常518円）
TEL.025-288-5480 中央区清五郎336
□営 10:00～18:00
　（イルミネーション期間中は変更あり）
□休 第２火曜
ガーデンイルミネーション中は本券利用者に限り
キラキラトッピングサービス！

●アイス工房（いっぺこ〜と）
ダブル 270円（通常400円）
TEL.025-211-1831 西区亀貝3066
□営 9:30～18:00
□休 水曜
自動券売機のニピイ専用ボタンから
購入し、クーポンと一緒にお出しく
ださい。

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

事業所名

会員番号

利用者
氏名

● 未記入の券は利用不可
● 会員 ･ 登録家族のみ利用可
● 対象ジェラート１つに１枚適用
● 本券記載の特別価格で購入可
● 他割引との併用不可

ジェラート共通クーポン 利用期間:R3.9.1㊌～10.31㊐

●キッツェミサ（キラキラマーケット）
ダブル 340円（通常518円）
TEL.025-288-5480 中央区清五郎336
□営 10:00～18:00
　（イルミネーション期間中は変更あり）
□休 第２火曜
ガーデンイルミネーション中は本券利用者に限り
キラキラトッピングサービス！

●アイス工房（いっぺこ〜と）
ダブル 270円（通常400円）
TEL.025-211-1831 西区亀貝3066
□営 9:30～18:00
□休 水曜
自動券売機のニピイ専用ボタンから
購入し、クーポンと一緒にお出しく
ださい。

譲渡・コピー不可

季節限定フレーバー
もあり！ぜひご賞味
ください♪キッツェミサ

（キラキラマーケット）
ジェラート（ダブル）
340円（通常518円）

アイス工房
（いっぺこ～と）

ジェラート（ダブル）
270円（通常400円）

地元の新鮮素材をたっぷり使った自慢の
ジェラートをお楽しみください！２店舗
どちらでも使える共通クーポンです。
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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

事業所名

会員番号

利用者
氏名

● 未記入の券は利用不可
● 会員 ･ 登録家族のみ利用可
● 対象ジェラート１つに１枚適用
● 本券記載の特別価格で購入可
● 他割引との併用不可

ジェラート共通クーポン 利用期間:R3.9.1㊌～10.31㊐

●キッツェミサ（キラキラマーケット）
ダブル 340円（通常518円）
TEL.025-288-5480 中央区清五郎336
□営 10:00～18:00
　（イルミネーション期間中は変更あり）
□休 第２火曜
ガーデンイルミネーション中は本券利用者に限り
キラキラトッピングサービス！

●アイス工房（いっぺこ〜と）
ダブル 270円（通常400円）
TEL.025-211-1831 西区亀貝3066
□営 9:30～18:00
□休 水曜
自動券売機のニピイ専用ボタンから
購入し、クーポンと一緒にお出しく
ださい。

譲渡・コピー不可

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（水）～10月31日（日）　● 会員と登録家族　● 利用回数は１人１回
●（１）�舞子高原ホテルへニピイ会員であることを伝え、予約をしてください。�

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 休 前 日
部屋タイプお任せ
（通常料金）

6,800円
（11,000円）

8,000円
（14,000円）

スイート和洋室
※１日２部屋限定
（通常料金）

8,700円
（16,000円）

10,500円
（19,000円）

■ご予約は２名様より。
■各種割引との併用はできません。
■�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。
■宿泊日を含まない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。

【スイート和洋室プラン限定特典】＊５つの特典が付きます
①�カップアイスクリーム付　②�ホテル隣接「特別駐車スペース」ご用意
③�客室アメニティのグレードアップ　④�グラウンド・ゴルフ付
⑤�POLA「スキンケアセット」付（成人女性のみ）

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。

スイート和洋室

夕食ブッフェ（イメージ）

●有効期限：令和３年10月１日～令和４年３月31日まで
●会員と登録家族、１人１枚まで
●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（月）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やWebからお申込みください。
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（10〜３月利用分）

新潟県上越市五智2-15-15

㊟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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事業所名 【ニピイへ一言】

会員番号 －
会員または家族
氏名

送付先に○
事業所／自宅

〒

　チケット斡旋
■ご利用は会員と登録家族のみ、お１人１枚まで
■�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。

　申込内容に記入もれがある場合は受付できませんのでご注意ください。
注）�発券後のキャンセルはお受けできません。不明な点は事前にご確認ください。�
チケットと専用振込用紙（振込手数料ニピイ負担）を同送します。�
専用振込用紙を使って指定銀行窓口でお支払いください。�
購入者の個人情報は必要な範囲において販売元へ提供する場合があります。

●�展覧会等の延期や中止が決定した場合でもチケットは捨てないでください。
（返金対象となった場合に必要です。）
●��日時・座席指定の公演は当面の間、斡旋を見合わせております。

コレクター福富太郎の眼 昭和のキャバレー王が愛した絵画
昭和の「キャバレー王」として知られた福富太郎氏（1931-2018）は、事業の成功のかたわら美術品
を長年蒐集し「福富太郎コレクション」を築きました。本展覧会では、その傑出した人物像にも焦
点をあてながら、蒐集のきっかけとなった鏑木清方を代表とする美人画や
黎明期の洋画など、福富氏がこよなく愛した絵画とその魅力をコレクター
の審美眼をとおしてご紹介します。
● 2021年９月18日（土）～11月７日（日）
● 新潟県立万代島美術館
● 一般1,100円（前売1,400円）100枚
※大学･高校生は当日券1,300円ですが、一般券のお申込みが可能です。
※中学生以下無料

● ９月15日（水）締切
※先着順で受付（発送は順次）

岡田三郎助　《ダイヤモンドの女》
1908年　福富太郎コレクション資料室

フリーマーケットでeco生活（9・10月開催）
フリマ初心者の方、出品数が少ない方、子ども連れの方も安心してご参加になれます。
フリマで楽しくecoに取り組みましょう！

●①９月26日（日）（寄せ植え同時開催）
②10月10日（日）（寄せ植えなし�９月が中止の場合は寄せ植え同時開催）
各９：30～12：30／雨天中止／ニピイ補助を利用しての参加はいずれか１回のみ

●白山公園空中庭園（空中庭園フェア）にて１区画出店　●�出店者は会員と登録家族
●出店料無料（一般出店料1,000円はニピイが補助します）
●各日20区画募集�（間口約2.5m×奥行2.0m、１家族１区画）
●開催日の前週金曜日まで先着順にて受付。募集数に達ししだい終了。
●⑴�下の申込先へ直接予約をします。「ニピイ出店券利用」とお伝えください。

出店申込先：�（公財）新潟市開発公社�白山公園駐車場　TEL.025-225-3021
⑵�予約後、利用ガイド巻末「イベント申込書」に記入しFAX、またはWebよりニピイまで「出店券」をお申込みください。
⑶�「出店券」を普通郵便で送付しますので、当日、受付へ提出してください。

●飲食物・動植物の販売はできません
●営利目的優先の方は参加できません
●駐車場は各参加者で確保してください

ナンプレ 数字パズル 中級編 【９月15日必着】

・�タテ列�（９列）、ヨコ列�（９列）のそれぞれの列の中に、１～９
の数字が必ず１つずつ入ります。

・�３×３マス �の太線で囲まれたブロック（９個）の中にも１～９
の数字が必ず１つずつ入ります。

ル
ー
ル

合計解
答
欄

ニピイFAX
025−201−6117

ホッと
一息

ルールに従ってすべての空きマスに数字を埋め、A･B･Cの合計を出
します。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名に映画鑑賞券
または各種商品券をプレゼントします。

漢字リレーパズル
正解発表
925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名にクオ
カード500円分をプレゼントいた
しました。

【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

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３年９月１日〜11月21日有効

注）未記入の券は利用不可
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道とん堀お好み焼きクーポン
● クーポン利用期間

９月１日（水）～11月30日（火）まで
● ご利用は会員と登録家族のみ
● １会員２枚限り

＊ 紛失・追加等による追加発行はいたしません。
● お会計金額1,000円（税込）毎にクーポ

ン券１枚利用で300円引きとなります。
（ただし、来店人数を超える枚数は一度
に使えません。）

● テイクアウト不可
● 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。

他の割引との併用は不可です。（精算時に提出）
＊ 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

能性がありますので、ご予約をおすすめします。

鳥屋野交通公園でゴーカートに乗ろう！
● ９月１日（水）～11月21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４年生までと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】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

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３年９月１日〜11月21日有効

注）未記入の券は利用不可
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１周約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。
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新発田店
柏崎店
リップス旭岡店
長岡古正寺店

東区新松崎2-1-7
西区浦山1-6-17
東区若葉町1-19-7
新発田市御幸町4-13-6
柏崎市新田畑12-2
長岡市旭岡1-72
長岡市古正寺2-6

☎025-279-5600
☎025-201-7078
☎025-250-0255
☎0254-23-5811
☎0257-28-1067
☎0258-86-6311
☎0258-28-0028
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● 利用は会員本人・登録
家族のみ

● １枚につき１名限り
● 各種割引との併用不可
● 下記７店舗のみ有効
● 記入のない場合は使用

不可
●テイクアウト不可

道とん堀お好み焼きクーポン

譲渡・コピー不可

お会計1,000円（税込）毎に300円割引
利用期間　R3.9.1（水）～11.30（火）

※精算時に提出

新潟松崎店 ……… ☎ 025-279-5600
新潟青山店 ……… ☎ 025-201-7078
新潟中野山店 …… ☎ 025-250-0255
新発田店 ………… ☎ 0254-23-5811
柏崎店 …………… ☎ 0257-28-1067
リップス旭岡店 … ☎ 0258-86-6311
長岡古正寺店 …… ☎ 0258-28-0028
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■新規提携店のご案内
イチからはじめるパン教室
　会員証提示で入学金無料 （対象 ニピイ会員及び登録家族）
　万 代 校　 新潟市中央区万代1-6-1　万代シティバスセンタービル４階 

TEL 025-250-5117
　燕三条校　 三条市須頃2-106　エースプラザ南館２階　 

TEL 0256-46-0600
　※ニピイ会員のみスクール受講料補助対象

■新規提携施設のご案内
ゴルフ場利用補助券が使用できます。但し、除外日や除外プレー等があり
ますので、各施設にご確認ください。
・新発田城カントリー倶楽部　新発田市浦1023-1  TEL 0254-26-3672
・フォレストカントリー俱楽部　新発田市万代855  TEL 0254-32-3333
　次の施設は、会員証提示割引も併用できます。（除外日や除外プレーあり）
・下田城カントリー俱楽部　三条市楢山52　TEL 0256-46-5111
　会員証提示割引  平日500円　土日祭日1,000円
・胎内高原ゴルフ俱楽部　胎内市夏井1244-1　TEL 0254-48-3311
　会員証提示割引  平日・土日祭日1,100円

■９月の慶弔給付金対象者
対象者 ９月１日付で会員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９月入社
勤続祝金（満15年） 平成18年９月入社
勤続祝金（満20年） 平成13年９月入社
勤続祝金（満25年） 平成８年９月入社
勤続祝金（満30年） 平成３年９月入社
勤続祝金（満35年） 昭和61年９月入社
成人祝金 平成13年９月生まれ
還暦祝金 昭和36年９月生まれ
水晶婚祝金 平成18年９月結婚
銀婚祝金 平成８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。

■新規入会事業所紹介 （８月入会：２事業所）
・近藤歯科医院 中央区堀之内　
・合同会社アレコレ 中央区古町通３

広告

広告


