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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。
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加入状況

収穫体験　だいこん抜き
赤塚の白首大根は、練馬大根や三浦大根などに代表される辛い大根で

「大根おろし」や「漬け物」などに適しています。また、加熱することで
甘味が増すので「おでん」でも美味しく食べることができます。

102021年
月号

会 員 数 17,905名
事業所数 1,224事業所
令和３年９月１日現在

陶芸ろくろ体験 at 青人窯
電動ろくろを使って、お茶碗サイズのうつわを製作します。 
回転するろくろの上で粘土をひねり上げ、自分だけの器を♪ 
大人になるほど普段あまり触れる事のない土の感触を楽しみましょう！

● 10月～12月の３ヶ月間、（金）（土）（日）開催
午前の回：10：30～／午後の回：14：30～　約90分

● 青
あお

人
と

窯
がま
（中央区沼垂東3-5-24 沼垂テラス商店街内、Ⓟなし）

● １名1,700円 ＊通常3,500円、うつわ１個（茶碗･湯のみ･鉢･皿など）
● ご参加は会員と登録家族（小学生以上） ＊１人１回限り 小学生は保護者同伴
●（１） 青人窯へ直接予約します【完全予約制／参加日の1週間前までにご予約を】

TEL 090-2246-1687 ／ Mail aoto.gama@gmail.com
折り返しの電話や返信メールが届くよう、設定願います。
予約状況を確認後、青人窯からの返信をもって予約成立となります。

（２） 予約の取れた方は、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。受付後１週間以内にニピイより

「受講補助券」を普通郵便で送付します。
（３） 参加当日、受講補助券を提出し、参加費をお支払いください。（当日現金精算）

● 1１月７日（日）集合時刻（１日４回）
　■収穫希望時刻を第二希望まで記入してください。
　　A ９時00分 　B 10時00分　 C 11時00分 　D 12時00分

● 新潟市西区赤塚「太田農園だいこん畑」
● 会員と登録家族
● 200組　各収穫時間毎に50組　※応募多数の場合は抽選となります。
● 参加料金　１組　600円　※１組「だいこん」10本まで収穫できます。

　■参加費は当日、太田農園さんへお支払いください。
● 募集締切　10月15日（金）正午  必着　※当選案内は10月20日(水）発送予定です。選外の通知はありません。
● 申込方法　利用ガイド巻末「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。

《注意事項》　  ★申し込みは１枚の申込書につき、１会員とさせていただきます。複数会員での申し込みはお受けできません。 
 ★新型コロナウイルス感染防止のため、参加者は「マスク」の着用をお願いします。

体験で形づくった器は、青人窯で削り・釉
がけを経て焼成し、約２～３ヶ月後にお渡
しとなります。
＊ お渡し方法：店舗受取り or 着払い配送

イメージ 

  次 号 予 告 ※内容は変更になる場合があります。

 ・商品券斡旋：ジェフグルメ・吉野家・こども商品券　　・グランドボウル黒埼 ボウリングクーポン
 ・フレンズ ギャザリング 11/24～12/19の㊌㊐午後　　・ノラクチーナ ランチクーポン

白首だいこんイメージ



初掲載大特価！ ユニクロギフトカード
ユニクロギフトカードは、全国のユニクロ店舗、またはオンラインストアで
ご利用いただけます。

● 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4,000円（5,000円分）　　● 1,000枚募集
● 10月14日（木）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。11月下旬にカードを発送します。

到着後、同封の振込用紙で３週間以内に代金をお振込みください。
● 有効期限は発行日から３年間　※有効期限後のカードは無効となり、残高の払い戻しはできません。

ユニクロギフトカード申込書 ＊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。

新潟東映ホテル レスティーニ 日替りランチクーポン
● 10月１日（金）～12月31日（金）の期間でご利用ください

月～金11:30～15:00（LO14:00）／土日祝11:30～15:30（LO14:30）
● 新潟東映ホテル９Ｆ レストラン「レスティーニ」

中央区弁天2-1-6　TEL.025-244-7105（レストラン直通）　Ⓟレストラン利用で２ｈ無料
● 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しません
● 対象「日替りランチ」 ＊メニュー表はホテルＨＰに掲載

月～木・土曜 1,150円（通常1,500円）
日替りランチ（和洋中）から選択
サラダ･デザート･ドリンクバー付き金曜（サービスデー）1,100円（通常1,300円）

日曜・祝日 1,420円（通常1,800円）

● クーポンに必要事項をご記入し、切り取って注文時にご提示ください。
期間中は混雑が予想されますので事前のご予約をお勧めします。 中華（イメージ）

和食（イメージ）店内 

洋食（イメージ） 

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

会員番号

利用者
氏名

 月～木･土曜 1,150円（通常1,500円）
 金曜（サービスデー） 1,100円（通常1,300円）
 日曜･祝日 1,420円（通常1,800円）

■本券 1 枚で 1 名のみ有効
■注文時に提示

● 欄内に記入のない券は利
用不可

● ご利用は会員と登録家族
に限る

●対象は日替りランチのみ
●他割引との併用不可新潟東映ホテル レストラン｢レスティーニ｣

中央区弁天2-1-6   TEL.025-244-7105（レストラン直通）

日替りランチクーポン

利用期間　R3.10.1㊎～12.31㊎

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

会員番号

利用者
氏名

 月～木･土曜 1,150円（通常1,500円）
 金曜（サービスデー） 1,100円（通常1,300円）
 日曜･祝日 1,420円（通常1,800円）

■本券 1 枚で 1 名のみ有効
■注文時に提示

● 欄内に記入のない券は利
用不可

● ご利用は会員と登録家族
に限る

●対象は日替りランチのみ
●他割引との併用不可新潟東映ホテル レストラン｢レスティーニ｣

中央区弁天2-1-6   TEL.025-244-7105（レストラン直通）

日替りランチクーポン

利用期間　R3.10.1㊎～12.31㊎

譲渡・コピー不可



さくらんど温泉 お食事付クーポン券
贅沢なかけ流しの浴場と菅名岳を望む見晴らしのいい露天風呂。
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３年10月１日（金）～12月20（月）まで
＊休館日　毎月第２木曜日

● 会員と登録家族　＊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　1,000円（通常1,700円）

＊入館料（タオルなし）・食事1,000円分付き（館内利用のみ）
● 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。
●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。
小学生は温浴施設共通利用券で100円で入館できます。
小学生未満の入館は無料です。

ごせん秋の実り御膳 1,300円(税込)

● ご利用は会員・登録家族のみ。
● 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不可。
● 他の割引は併用不可。
● 週末は欠品の恐れ有り。

ご予約をお勧めします。

会員番号

利用者氏名

とんかつクーポン
有効期限　R3.10.1～11.30

【注文時に提出、本券１枚でロースかつ１枚限り】

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

注）未記入の券は利用不可

ご予約承ります

こうえつ  イオン新潟西店
℡.025-233-0611

こうえつ  イオンスタイルラブラ万代店
℡.025-243-7510

こうえつ  イオン県央店
℡.0256-66-0686

葵 光 悦  イオン村上東店
℡.0254-53-7201

● ご利用は会員・登録家族のみ。
● 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不可。
● 他の割引は併用不可。
● 週末は欠品の恐れ有り。

ご予約をお勧めします。

会員番号

利用者氏名

とんかつクーポン
有効期限　R3.10.1～11.30

【注文時に提出、本券１枚でロースかつ１枚限り】

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

注）未記入の券は利用不可

ご予約承ります

こうえつ  イオン新潟西店
℡.025-233-0611

こうえつ  イオンスタイルラブラ万代店
℡.025-243-7510

こうえつ  イオン県央店
℡.0256-66-0686

葵 光 悦  イオン村上東店
℡.0254-53-7201

● ご利用は会員・登録家族のみ。
● 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不可。
● 他の割引は併用不可。
● 週末は欠品の恐れ有り。

ご予約をお勧めします。

会員番号

利用者氏名

とんかつクーポン
有効期限　R3.10.1～11.30

【注文時に提出、本券１枚でロースかつ１枚限り】

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

注）未記入の券は利用不可

ご予約承ります

こうえつ  イオン新潟西店
℡.025-233-0611

こうえつ  イオンスタイルラブラ万代店
℡.025-243-7510

こうえつ  イオン県央店
℡.0256-66-0686

葵 光 悦  イオン村上東店
℡.0254-53-7201

イメージ

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！

● 10月１日（金）～11月30日（火）まで
● ご利用は、会員と登録家族　　● 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 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
葵 光 悦 イオン村上東店（村上市仲間町200） TEL 0254-53-7201

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!!

毎年大好評!
村上店も仲間入り

＊記入のない場合は使用不可

さくらんど温泉
お食事付きクーポン券

譲渡・コピー不可

・入館料（タオルなし） ・食事券1,000円分（館内利用のみ）
中学生以上  1,000円（通常1,700円）

五泉市上木越甲423-1 TEL.0250-58-1611
10：00～21：00営業（最終入館20：30）

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

有効期限
R3.10.1㊎
～12.20㊊

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　●本券は精算時に提出する
●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

＊記入のない場合は使用不可

さくらんど温泉
お食事付きクーポン券

譲渡・コピー不可

・入館料（タオルなし） ・食事券1,000円分（館内利用のみ）
中学生以上  1,000円（通常1,700円）

五泉市上木越甲423-1 TEL.0250-58-1611
10：00～21：00営業（最終入館20：30）

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

有効期限
R3.10.1㊎
～12.20㊊

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　●本券は精算時に提出する
●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

五泉市上木越甲423-1  TEL.0250-58-1611
10:00～21:00営業（最終入館20:30）さくらんど温泉
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セカンドライフを考える 〜生きた証をどうのこしますか〜
セカンドライフを迎える皆様方に、専門家がこれからの人生を考えるヒントをお伝えします。
終了後はご相談もお受けします（事前予約制）。お気軽にご参加ください。

身体スッキリ！ チアエクササイズ
現役アルビレックスチアリーダーズのメンバーが身体を引き締める筋トレ&マットエクササイズを直伝します。
年齢問わず、おうちでも気軽にできる効果的なトレーニング法が学べます。

● 11月13日（土）9：30～11:30
● 新潟ユニゾンプラザ５階　中研修室　Ⓟあり　新潟市中央区上所２丁目２番２号
● 講師　①社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー　池野比呂史  氏

　　　②弁護士　楠浦貴人  氏 (一新総合法律事務所新潟事務所所属)
● 会員と登録家族
● 20名募集　※応募多数の場合は抽選
● 参加費　無料　参加された方には一新総合法律事務所特製のライフプランノートを差し上げます
● 10月15日締切　＊案内は10月21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、またはＷｅｂよりお申込みください。

（２）締切後、当選者へ参加案内を送付します。
個別相談を希望される方は、後日発送する案内から申し込みをしてください。

● 感染症予防のためマスク着用などにご協力ください。

● ①10月24日（日）10：30～11：30
②10月27日（水）10：30～11：30

● 新潟日報メディアシップ教室
　新潟市中央区万代3-1-1　TEL.025-385-7340

● １名　800円　（通常1,700円）
● 会員と登録家族　＊参加は高校生以上
● 各14名募集（最少催行５名）　＊応募多数の場合は抽選
● 10月14日（木）締切　＊案内は10月15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。
● 講師　アルビレックスチアリーダーズ　金子  ななみ

● 10月19日（火）～12月８日（水）
週１回×８回コース（途中に休講日あり）

● 山木戸サンライズゴルフセンター（東区山木戸1500-1）
● ご参加は会員と登録家族　＊対象は大人のみ
● 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）
● 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。

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」に記入しFAX、またはWebより、
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。

初・中級ゴルフ教室（８回コース）
● クラス ＊都合で受講できない場合は振替受講可（要予約）
曜　日 火曜日 木曜日 金曜日 土曜日
開講日 10/19 10/21 10/22 10/23

時　間 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　グローブ、運動のできる服装、運動靴、タオル等

必ず希望日をご明記ください。
第２希望まで指定できます。
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ひらめきパズル 【10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】

暗号好きのママからおつかいを頼まれました。
ママから受け取った買い物メモの暗号を解読して、
何を買ってくればよいか答えてください。

①メロン ②ミカン ③レモン

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名にジェフ
グルメカード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。
854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
名に映画鑑賞券または各種商品
券をプレゼントいたしました。

事務局からのお知らせ
■10月の慶弔給付金対象者

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　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10月入社
勤続祝金（満15年） 平成18年10月入社
勤続祝金（満20年） 平成13年10月入社
勤続祝金（満25年） 平成８年10月入社
勤続祝金（満30年） 平成３年10月入社
勤続祝金（満35年） 昭和61年10月入社
成人祝金 平成13年10月生まれ
還暦祝金 昭和36年10月生まれ
水晶婚祝金 平成18年10月結婚
銀婚祝金 平成８年10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。

■新規提携施設のご案内
ゴルフ場利用補助券が使用でき、会員証提示割引もあります。但し、
除外日や除外プレー等がありますので、施設にご確認ください。
長岡カントリー倶楽部
　長岡市深沢町2564　TEL.0258-46-3130
　会員証提示割引　1,000円

■新規提携店のご案内
新潟眼鏡院
　会員証提示で眼鏡フレーム・レンズ・サングラス10%引き
　新潟市中央区古町通6-991　TEL.025-222-2288

■利用ガイドブック掲載内容の変更
東急ホテルズ　鹿児島東急REIホテル　営業終了(P15)

ソフトバレーボール大会について
　今年度、ソフトバレーボール大会は、開催中止といたし
ます。ご了承ください。

■10月は第３期（10〜12月分）の会費引落月です
10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。

● クーポン「事業所名記入欄」の削除
　会員様から「クーポン等を利用するたびに、見
ず知らずの人に個人名と勤め先が知られてしまう
ので、記入しなくてもいいようになるといい。」と
いうご意見をいただきました。そのため、ニピイ
ニュース10月号からクーポンの事業所名を記入す
る欄を削除しました。会員番号と氏名については、
利用される方の確認のために必要ですので、引き
続きご記入をお願いします。

会員の皆様にはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

● 商品券類や施設利用券の代金振込期限の延長
　ニピイで取り扱っている商品券類や施設利用券については、現在、到着後１
週間以内に代金の振込をお願いしていますが、近くに銀行がない・銀行が昼休
みをとる・コンビニ払いを可能にしてほしいなど期限内の振込が難しいという
ご意見をいただいています。そのため、10月から振込期限を到着後１週間以内
から３週間以内に変更します。また、各イベントの振込期限については、イベ
ントごとに実施する事業者の都合がありますので、今までどおり、ご案内でお
知らせする振込期限までに振込をお願いします。なお、振込期限までにお支払
いが無理な場合にはご連絡ください。

事務局からの大切なお知らせ
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広告

広告

スマホの事なら何でもご相談下さい！
ご自宅にお伺いし、お困りごとを（できる範囲で）解決します！

ドコモショップ新潟店グループ
・新 潟 店　 新潟市中央区上大川前通７番町1230-7 
　☎0120-75-0120　10：00～19：00　第３火曜定休日
・新潟東店　 新潟市東区新松崎1-7-5 
　☎080-1272-3970　10：00～19：00　第２火曜定休日

・新潟中野山店　 新潟市東区若葉町2-4-5 
　☎0120-70-2352　10：00～19：00　第２木曜定休日
・新 潟 南 店　 新潟市中央区上近江1-3-7 
　☎0120-373-560　10：00～19：00　第３木曜定休日

スマホや通信環境について
こんなお悩みはありませんか？

スマホの
使い方が
わからない

スマホの
料金が高い

自宅の
インターネット
に悩んでいる

スマホ
携帯電話の
調子が悪い

 □契約がドコモじゃない 
→他社をお使いでもスタッフが丁寧にお答えします。

 □２つ折り携帯をご利用の方 
→２つ折りの使用感で使える機種もご用意しております。

 □ショップの予約は待ち時間が長いし面倒… 
→待ち時間なく、ご自宅までお伺いします！

こんなお客様もお気軽にご連絡下さい ドコモ以外のお客様も大歓迎！
スマホのことならお任せください！

他社の
携帯電話・スマートフォンについても
お気軽にご相談ください！


