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｜ W
eb申込はこちら｜二ピイ

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

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

加入状況
112021年月号
会 員 数 18,311名
事業所数 1,219事業所
令和３年10月１日現在

松ぼっくりツリー作成キット
おうちで手軽に作れる手づくりキットです。
マックコーンという７～10㎝程度の大きな松ぼっくりに木の実やプリザー
ブドの杉、アートの実ものなどをご家庭の木工用ボンドで貼り付けるだけで
簡単にお作りいただけます。
作り方は説明書や（QRコード付き説明書）で確認しながら作成できます。

●１名　600円　（一般料金1,100円）
●会員と登録家族　
●50名募集　＊応募多数の場合は抽選
●11月16日（火）締切　＊11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またはWeb

よりお申込みください。
（２）�締切後、当選者へ作成キット・参加費振込用紙を送付します。
（３）�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。
＊�作成キット発送のため、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　町原さん
～12月号は、しめ縄作成キットを予定しています～

訳あり白根産 ル レクチエ 産地直売
ＪＡ新潟みらいの「ル レクチエ」の訳あり品を数量限定で販売します。
キズや外観が悪く残念ながら、贈答用にはできなかった品物ですが、
味は正真正銘白根産のおいしいル レクチエです！

●12月４日（土）

●引渡し時間　９：00～10：30

● 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

● 1,200円（税込）　１箱２kg�６～７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
●200名募集　＊応募多数の場合は抽選
●11月23日（火・祝）締切　　当選案内は11月24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またはWebよりお申し込み
ください。
当選者には振込用紙と引換券が送付されます。当日は必ず引換券を持参してください。

イメージ

イメージ

※上記写真は贈答用のものです。
　�現物ではありません。訳あり（家
庭用）の品物となります。

※�現地引渡しのみ。その点をご了
承いただける方のみご応募くだ
さい。

出来上がりサイズ　
プレートサイズ10cm
高さ９～13cm程度

＊�細かなパーツは
変更になる場合
もあります。

おうち時間を
楽しもう！

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です
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●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2,400円（3,000円分チャージ済み）
●400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。
●11月21日（日）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。12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支払いください。

●国内の𠮷𠮷𠮷家𠮷𠮷（𠮷𠮷𠮷な𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷
除く）でご利用いただけます。
有効期限は約２年間（𠮷頭利用または
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。

𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷� ＊コピーしてお使いください。申込先 FAX 025-201-6117

事業所名
営業所な𠮷の𠮷合は「○○営業所・○○支𠮷」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（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。

ノラ･クチーナ & オラ･ハラクチェ ランチクーポン
新潟市北区（旧豊栄市）𠮷本店を構え𠮷人気𠮷タ𠮷𠮷ンレス𠮷ランとそ𠮷姉妹店𠮷
地元𠮷新鮮𠮷菜をたっぷり使ったパスタ𠮷ピッツァが𠮷楽しみいただけま𠮷𠮷

●11月１日（月）～１月31日（月）　除外日：12月31日～１月３日
ランチタイム11:00～14:30�LO�（オラ･ハラクチェのみ11：00～15：00�LO・毎週水曜日定休日）

●会員と登録家族　＊クーポン券の利用は小学生以上　　●�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
●クーポン券のご利用で下記のランチが350円割引でご利用になれます（記載の料金は通常料金です）

ノラ･クチーナ
豊栄本𠮷

北区葛塚3223（Ⓟあり）
tel�025-387-5200

ノラ･クチーナ
新潟鐙𠮷

中央区南笹口1-2-19
tel�025-282-5122

ノラ･クチーナ
長岡𠮷

長岡市福山町438-1（Ⓟあり）
tel�0258-86-6210

オラ･
ハラクチェ

新発田市月岡408（Ⓟあり）
tel�0254-21-6000

本日のランチ1,490円（税𠮷）
前菜･パスタまたはピッツァ
ドリンク･ドルチェ

本日のランチ1,490円（税𠮷）
前菜･パスタまたはピッツァ
ドリンク･ドルチェ

本日のランチ1,490円（税𠮷）
前菜･パスタまたはピッツァ
ドリンク･ドルチェ

本日のランチ1,650円（税𠮷）
前菜･パスタまたはピッツァ
ドリンクバー･ドルチェ

●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（クーポンは注文時提出／現金精算）
期間中は混雑が予想されますので、事前のご予約をおすすめします。

本日のランチ
350円割引
※注文時に提出
※現金精算のみ

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

＊上記に記入のない場合は使用できません

会員番号

利用者氏名

●本券１枚で１名様のみ、他の割引との併用はできません。
●ご利用は会員および登録家族に限ります。　●本券は下記店舗のみ有効です

ノラ･クチーナ豊栄本店 北区葛塚3223 tel 025-387-5200
ノラ･クチーナ新潟鐙店 中央区南笹口1-2-19 tel 025-282-5122
ノラ･クチーナ長岡店 長岡市福山町438-1 tel 0258-86-6210
オラ･ハラクチェ 新発田市月岡408 tel 0254-21-6000

ランチクーポンノラ･クチーナ
オラ･ハラクチェ

■期間
 R3.11.1月～R4.1.31月
除外日：R3.12.31～R4.1.3
オラ･ハラクチェのみ毎週水曜日定休日

本日のランチ
350円割引
※注文時に提出
※現金精算のみ

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

＊上記に記入のない場合は使用できません

会員番号

利用者氏名

●本券１枚で１名様のみ、他の割引との併用はできません。
●ご利用は会員および登録家族に限ります。　●本券は下記店舗のみ有効です

ノラ･クチーナ豊栄本店 北区葛塚3223 tel 025-387-5200
ノラ･クチーナ新潟鐙店 中央区南笹口1-2-19 tel 025-282-5122
ノラ･クチーナ長岡店 長岡市福山町438-1 tel 0258-86-6210
オラ･ハラクチェ 新発田市月岡408 tel 0254-21-6000

ランチクーポンノラ･クチーナ
オラ･ハラクチェ

■期間
 R3.11.1月～R4.1.31月
除外日：R3.12.31～R4.1.3
オラ･ハラクチェのみ毎週水曜日定休日

（�Ⓟ台数制限:満車
時は周辺有料駐
車𠮷を各自）
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鉢サイズ：W242×D122×H126
シックな黒い鉢を使う予定です。
苗は旬の素材を使用するため仕入
状況によります。

イメージ

コロナに負けるな！応援価格

本日のランチ
350円割引
※注文時に提出
※現金精算のみ

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

＊上記に記入のない場合は使用できません

会員番号

利用者氏名

●本券１枚で１名様のみ、他の割引との併用はできません。
●ご利用は会員および登録家族に限ります。　●本券は下記店舗のみ有効です

ノラ･クチーナ豊栄本店 北区葛塚3223 tel 025-387-5200
ノラ･クチーナ新潟鐙店 中央区南笹口1-2-19 tel 025-282-5122
ノラ･クチーナ長岡店 長岡市福山町438-1 tel 0258-86-6210
オラ･ハラクチェ 新発田市月岡408 tel 0254-21-6000

ランチクーポンノラ･クチーナ
オラ･ハラクチェ

■期間
 R3.11.1月～R4.1.31月
除外日：R3.12.31～R4.1.3
オラ･ハラクチェのみ毎週水曜日定休日

こども商品券（5,000円セット）
●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4,000円（額面500円×10枚、5,000円分）
●800セット募集　先着順ではありません。締切日までにお申込みください。
●11月14日（日）締切（必着）
●下の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。

＊締切後の申込・キャンセルは受付できません。
12月上旬、事業所宛に郵送または宅急便で発送します。
到着後、同封の振込用紙で３週間以内に代金をお支払いください。

おもちゃ屋、百貨店・スーパーのおもちゃ売場・ベビー子供用品・文具売場でご利用
いただけます。使えるお店（売場）の詳細はHPで　http://www.toycard.co.jp/

有効期限は2026年12月31日です。
額面未満のご利用にはおつりは出ません。

このマークのある
お店（売場）で使えます！

№ 会員氏名 会員番号 申込内容

１ （申込代表者） 5,000円分（500円券×10枚）

２ 5,000円分（500円券×10枚）

３ 5,000円分（500円券×10枚）

４ 5,000円分（500円券×10枚）

５ 5,000円分（500円券×10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いたします。

こども商品券申込書 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記入してください
〒

クリスマスからお正月を彩るギャザリング
根付きの植物を花束のように配置して植え、まるでフラワーアレンジメントのような可愛らしさが人気♪
今回は年末年始を彩るギャザリングを作ります。

● Ａ 11月24日（水） Ｂ 11月28日（日）
Ｃ 12月１日（水） Ｄ 12月５日（日）
Ｅ 12月８日（水） Ｆ 12月12日（日）
Ｇ 12月15日（水） Ｈ 12月19日（日）

＊同じ内容で８回開催、各回定員５名　いずれも13：30～15：30
● グリーンプラザ フレンズ（中央区清五郎336 いくとぴあ食花 Ⓟ有り）
● ご参加は会員と登録家族（小学生以上）、１人１回限り

＊小学生の参加には保護者の付き添いが必要
● １名2,300円（受講料、材料費込み、一般参考料金4,500円）
● 11月15日（月）締切　＊案内は11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」に記入しFAX、またはWebより 

お申込ください。
　　 「希望日」 「参加当日の連絡先電話番号」をご明記ください。 

（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　フレンズ　石川じゅんこ さん

※連絡先電話番号を必要な範囲において会場へ提出します。

希望日（第２希望以下の指定
も可）をご明記ください



№ 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

グランドボウル黒埼
お得に♪ボウリングクーポン
ボウリングはいくつになっても楽しめる屋内スポーツです。
日頃のストレス発散、運動不足の解消に、是非ご利用ください！

● 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　先着順ではありません。締切日までにお申込みください。
● 11月16日（火）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。12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３週間以内に代金をお支払いください。

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、サーティワン、coco壱番屋、三宝亭、魚べい、ドミノピザ など

● 令和３年11月１日（月）～４年１月31日（月） ＊除外日12/31～1/5
● グランドボウル黒埼　西区山田458　TEL.025-377-4141　Ⓟあり
● 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
● クーポンに必要事項をご記入のうえ、入店時、受付へご提出ください。

１枚で１名のみ２ゲーム料金が500円（通常1,000円）でお楽しみいただけます。
㊟ ３ゲーム目以降は先の２ゲームを精算後にご利用ください。 

３ゲーム目以降は通常料金（１ゲーム大人500円、子ども・学生450円）となります。

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

2ゲームプレイ料金500円（通常1,000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

会員番号

利用者
氏名

●グランドボウル黒埼
　西区山田458　TEL.025-377-4141
　営業 10:00～22:00（年中無休）

・未記入の券は利用不可　・入店時、受付へ提出
・会員･登録家族のみ利用可
・本券１枚で１名様２ゲーム限り適用
・小人～大人 一律500円
・他割引との併用不可

ボウリングクーポングランドボウル
黒  埼

利用期間
R3.11.1㊊～4.1.31㊊
除外日：12/31～1/5

2ゲームプレイ料金500円（通常1,000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

会員番号

利用者
氏名

●グランドボウル黒埼
　西区山田458　TEL.025-377-4141
　営業 10:00～22:00（年中無休）

・未記入の券は利用不可　・入店時、受付へ提出
・会員･登録家族のみ利用可
・本券１枚で１名様２ゲーム限り適用
・小人～大人 一律500円
・他割引との併用不可

ボウリングクーポングランドボウル
黒  埼

利用期間
R3.11.1㊊～4.1.31㊊
除外日：12/31～1/5

ニピイ会員証提示で４名まで
貸靴料300円を無料に！

２ゲーム
500円‼
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2ゲームプレイ料金500円（通常1,000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

会員番号

利用者
氏名

●グランドボウル黒埼
　西区山田458　TEL.025-377-4141
　営業 10:00～22:00（年中無休）

・未記入の券は利用不可　・入店時、受付へ提出
・会員･登録家族のみ利用可
・本券１枚で１名様２ゲーム限り適用
・小人～大人 一律500円
・他割引との併用不可

ボウリングクーポングランドボウル
黒  埼

利用期間
R3.11.1㊊～4.1.31㊊
除外日：12/31～1/5

間違い探し〜間違いはいくつ？〜 【11月16日必着】
必要事項を記入のうえ、ニピイまでFAXまたはWebよりご応募ください。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。 ※印刷による傷や汚れ、微妙な色の違いなどは含みません。

左右の絵に間違いは何個あるでしょうか？下記の番号でお選びください。
①５個  ②６個  ③７個  ④８個

ニピイFAX
025−201−6117

解答欄

Ａの２つ後でＥの２つ前がＣ、Ｇの２つ後でＫの２つ前にⅠ
がくる法則が見えてくる。
この法則により
KO＝Ｍ、CG＝Ｅ、JN＝Ｌ、MQ＝Ｏ、LP＝Ｎ
ＭＥＬＯＮとなり、答えは①。

アルファベット順に、ＡＥ＝Ｃ、ＧＫ＝Ⅰを当てはめると

ひらめきパズル 正解発表
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。（応募数707件）

  次 号 予 告 ※内容は変更になる場合があります。

・グランドホテルランチクーポン
・アイスアリーナ滑走引換券
・ハッピークリスマスクーポン
・しめ縄作成キット
・すし極み利用券
・スキー＆スノボー リフト利用券
・キラキライルミネーション入園クーポン

会員番号 － 事業所名

会員または家族
氏名

送付先に○
事業所／自宅

〒

【ニピイへ一言】

Webから便利にご応募
出来るようになりました

クイズの解答もWebから応募できます！

QRコードからログインできます！

Web会員の方はログイン後「イベント申込」から解答して
ください。
①クイズの解答は個人ごとにご応募ください。
　(複数人の場合は抽選対象外となります。）
②イベント名に(例)『11月号 間違い探し』と入力。
③ 備考欄に｢解答｣と｢ニピイへ一言(意見や感想)｣を入力。

＊Web会員ログイン はこちら⇒　Web会員新規登録

毎月のニピイニュース1ページ目にQRコード（上）を設置
しました。クイズ解答だけでなく、各種申込もスマホな
どから簡単に申込可能です。（一部サービスを除く）お役立
てください。 QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です
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事務局からのお知らせ ■新規提携施設のご案内
白根グレープガーデン
　フルーツ狩り・直売料金５%引き、ジェラート50円引き（３個まで）
　新潟市南区鷲ノ木新田573　TEL.025-362-5535
新潟青山カルチャープラザ
　入会金無料（会員のみ）
　新潟市西区青山2-5-1イオン新潟青山２F
　TEL.025-201-2051　※スクール受講料補助対象

■利用ガイドブック掲載内容の変更
スクール受講料補助　P27
「エンジョイ・ライフ・クラブ会員」も補助対象となります。
補助対象はニピイ会員のみ（会費割引は登録家族も対象）

■11月の慶弔給付金対象者
対象者 11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11月入社
勤続祝金（満15年） 平成18年11月入社
勤続祝金（満20年） 平成13年11月入社
勤続祝金（満25年） 平成８年11月入社
勤続祝金（満30年） 平成３年11月入社
勤続祝金（満35年） 昭和61年11月入社
成人祝金 平成13年11月生まれ
還暦祝金 昭和36年11月生まれ
水晶婚祝金 平成18年11月結婚
銀婚祝金 平成８年11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 （10月入会：２事業所）
・ＭＧＣアドバンス（株）� 北区太夫浜
・（株）究工務店� 中央区女池

広告

サービスセンター杯 ロングランゴルフコンペ
入賞おめでとうございます。96名の方からエントリーいただきました。

順　位 競技者名 グロス ネット
優　勝 韮澤  善明さん  84 69.6
準優勝 佐藤  美恵子さん  94 70.0
３　位 渡辺  裕一さん  90 70.8
４　位 小池  克彦さん  92 71.2
５　位 堀川  晃さん  84 71.2
６　位 稲吉  隼兵さん  89 71.4
７　位 宇津木  陞さん 102 71.6
８　位 高木  実さん 107 71.8
９　位 松田  道佳さん 104 72.0
10　位 松本  麻子さん  85 72.2

ベストグロス賞 佐久間  浩之さん  81 73.0

イベント結果報告 ９月７日～９月30日
紫雲ゴルフ倶楽部  飯豊コース

※�尚、コンペ参加者の皆様へは、成績表、入賞商品を10月15日
付で代表者様宛に発送させていただいております。


