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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
122021年

月号
会 員 数 18,301名
事業所数 1,219事業所
令和３年11月１日現在

SUZUKI COFFEE
ACADEMY  ハンドドリップセミナー
ご自宅で簡単に淹れられるハンドドリップ講座です。コツさえおさえればご自宅でも簡単に。
一緒にコーヒーについて楽しく学びましょう！

● 同内容で８回開催（約60分）、各回定員５名
12月19日（日） Ａ 9：00～ Ｂ 10：45～ Ｃ 13：30～ D 15：15～
12月22日（水） Ｅ 9：00～ Ｆ 10：45～ Ｇ 13：30～ Ｈ 15：15～
参加希望日時（第２希望以下の指定も可）をご明記ください

● SUZUKI COFFEE（中央区竜が島1-4-4 Ⓟ有り）
● ご参加は会員と登録家族（中学生以上）、１人１回限り
● １名1,000円（受講料、材料費込み、一般参考料金2,200円）

美味しいコーヒーを淹れるレシピ、コーヒー豆のお土産付き（100g）
● 12月12日（日）募集締切　＊案内は12月14日発送予定（選外通知なし）
● ⑴ 「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」
「お土産のコーヒー豆の希望は【豆のまま】or【挽いたもの】」 を必ずご記入ください。
㊟ 豆の種別の記入がない場合、挽いたものでご用意いたします。 

開催日間近のため当選後のキャンセルは原則お断りいたします。
⑵ 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。

● 講師 鈴木コーヒー コーヒーマイスター 伊丹あき子 さん
※参加日の２週間以内に県外や海外への往来があった方は参加をご遠慮ください。
　連絡先電話番号を必要な範囲において会場へ提出いたします。

イメージ
ハンドドリップの 
　デモンストレーション～ 
　　試飲～実践
ハンドドリップを始めたい！
もっと美味しく淹れたい！
ご参加お待ちしています♪

お正月しめ縄飾り作成キット
おうちで手軽に作れる手づくりキットです。藁ルックしめ縄リースを使った
しめ縄飾りです。アートフラワーやファーなどを直接しめ縄に貼り付けます。
専用ボンド付き。作り方は二次元コード付き説明書で確認しながら作成でき
ます。お正月を迎える玄関やリビングを華やかに飾りましょう。

● １名　1,200円 （一般料金2,300円）
● 会員と登録家族
● 30名募集　＊応募多数の場合は抽選
● 12月14日（火）締切　＊12月下旬発送予定（選外通知なし）
●（１） 「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。

（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

おうち時間を
楽しもう！

イメージ

出来上がりサイズ
縄外径18cm

＊後ろの台座はつきません
＊ 細かなパーツは変更になる場合もあ

ります。
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ハッピークリスマス・クーポン
● 切り取りクーポンのご利用は12月25日（土）まで
● ご利用は会員と登録家族のみ
● ご利用は１会員１枚限り（登録家族数に関係なく）　＊紛失等による再発行不可
● クーポン券１枚で掲載商品１つがクーポン価格で購入できます。
●（１） 電話で各店舗に事前予約をしてください。 

＊予約の際は「ニピイ会員でクーポン券を使用すること」をお申し出ください。
（２） 掲載クーポンを切り取り、必要事項を記入のうえ、精算時に提出し、料金を

お支払いください。　＊お店によっては現金精算のみ。

＊原材料等の仕入状況により掲載イメージと変更する場合がございます。
＊クーポン券適用割引額についてはニピイが補助しています。（今回は「コロナに負けるな！応援価格」としてより手厚く補助しています）

●共通事項
・価格は消費税込みの価格です。
・ クーポンは１商品につき１枚のご利用です。 
（重複利用不可）

・ クーポンの換金および他の割引サービスとの併
用はできません。

・ クーポンの提出がない場合（契約店への持参忘
れなど）はクーポン価格は適用されません。

・各店舗、予定数になりしだい予約を締め切ります。

丸屋本店
本店／中央区東堀通6-1038　tel 025-229-3335
イオン青山小針店／西区青山2-5-1 イオン青山店内１F
　　　　　　　　　tel 025-231-1040
本社工場／東区津島屋6-85　tel 025-271-9111
予約：12/16（木）まで
引渡：12/21（火）～12/25（土）

クレーシェル
中央区川端町1-6-1　tel 025-222-2991
予約：12/20（月）まで
引渡：12/20（月）～12/25（土）

ニピイのお得なクーポン券で
楽しいクリスマスのご準備を

生クリーム 聖夜（サイレントナイト） ノエル・ピスターチ フロマージュ

生クリーム チョコレート カステラ･クリスマス

クリスマス･ザッハガトー･ショコラ生クリーム特選クリスマスケーキ

クリスマス･モンブラン クリスマス･シュトレンビュッシュ･ド･ノエル

品　名 クーポン価格 会員証割引 定価

特選クリスマスケーキ 6号18cm 4,346円 5,346円 5,940円

生クリーム

5号15cm 2,402円 3,402円 3,780円

6号18cm 3,180円 4,180円 4,644円

7号21cm 4,346円 5,346円 5,940円

8号24cm 5,512円 6,512円 7,236円

ガトー･ショコラ
5号15cm 2,499円 3,499円 3,888円

6号18cm 3,277円 4,277円 4,752円

クリスマス･ザッハ
5号15cm 2,305円 3,305円 3,672円

6号18cm 3,082円 4,082円 4,536円

クリスマス･モンブラン 18cm径 3,082円 4,082円 4,536円

ビュッシュ･ド･ノエル 長さ16cm 2,888円 3,888円 4,320円

クリスマス・シュトレン 長さ25cm 2,208円 3,208円 3,564円

＊３箱以上お買い上げの場合、会社など新潟市内のご指定場所へお届けします。

品　名 クーポン価格 会員証割引 定価

生クリーム

15cm 2,950円 3,950円 4,200円
18cm 3,700円 4,700円 5,000円
21cm 4,700円 5,700円 6,000円
24cm 5,900円 6,900円 7,300円
27cm 8,100円 9,100円 9,600円

チョコレート

15cm 2,600円 3,600円 3,800円
18cm 3,250円 4,250円 4,500円
21cm 4,100円 5,100円 5,400円
24cm 5,400円 6,400円 6,800円
27cm 7,300円 8,300円 8,800円

カステラ･クリスマス １辺15cm 2,300円 3,300円 3,500円

品　名 クーポン価格 会員証割引 定価

生クリーム

15cm 3,550円 4,550円 4,800円
18cm 5,450円 6,450円 6,800円
21cm 7,900円 8,900円 9,400円
24cm 10,850円 11,850円 12,500円
27cm 14,200円 15,200円 16,000円
30cm 18,000円 19,000円 20,000円

聖夜（サイレントナイト）15cm 3,550円 4,550円 4,800円
ノエル・ピスターチ 長さ17cm 3,550円 4,550円 4,800円
フロマージュ 長さ16cm 3,550円 4,550円 4,800円

はり糸
中央区古町通5-618　tel 025-228-4471
予約：12/20（月）まで
引渡：12/20（月）～12/25（土）

＊写真はイメージです

＊�他のサービスとの併用は�
いたしかねます
＊写真はイメージです

＊写真はイメージです



service center news 　3

万代シルバーホテル
中央区万代1-3-30　tel 025-249-3490
予約：12/15（水）まで　　引渡：12/18（土）～12/25（土）

品　名 クーポン価格 会員証割引 定価

エミリア風ラザニア４名用 2,400円 3,400円 3,600円

シーフードドリア４名用 2,400円 3,400円 3,600円

ホテル伝統のビーフシチュー
４名用 4,000円 5,000円 5,500円

クリスマスパーティーセット
４名用 8,500円 9,500円 10,000円

柳江苑クリスマスオードブル
４名用 5,000円 6,000円 6,200円

県産ポークと新潟和牛の煮込み
ハンバーグ４名用 2,800円 3,800円 4,000円

・ ケーキ等のご予約はお済ですか？
予約締切までに店舗へ直接予約し
ましょう。

・ 枠内に必要事項を記入しましたか？
ご記入のない券は利用できません。

・ 切り取ってご準備ください。商品
受取日、精算時にご提出ください。
お忘れの場合は定価となりますの
でご注意ください。

・ ご利用は会員様とその登録家族に
限ります。譲渡などは固くお断り
いたします。

●ご確認ください

ANAクラウンプラザホテル新潟
クリスマスケーキお渡し特設会場／中央区万代5-11-20
tel 025-245-3334（９時～18時）
予約：12/15（水）まで
引渡：12/23（木）～12/25（土）11：00～18：00

ホテルオークラ新潟
バイキングレストランつばき／中央区川端町6-53
tel 025-224-6167
予約：12/15（水）まで
引渡：12/18（土）～12/25（土）11：30～19：00

クリスマス
デコレーション
ケーキ

いちごの
クリスマス

クリスマスオードブル�Ｓサイズ

クリスマス
モンブラン

クリスマス
パーティー
セット

いちごの
チョコクリーム

クリスマスオードブル�Mサイズ

ブッシュ�ド�
マロン

サーモンのクリビヤック

品　名 クーポン価格 会員証割引 定価 限定数

いちごのクリスマス 5号15cm 3,200円 4,000円 4,320円 30台

いちごのチョコクリーム 5号15cm 3,200円 4,000円 4,320円 30台

ブッシュ�ド�マロン 長さ18cm 2,800円 3,600円 3,890円 30台

クリスマスオードブル
Ｓサイズ １～２人前 3,200円 4,000円 4,320円 30台

クリスマスオードブル
Mサイズ ２～３人前 4,200円 5,000円 5,400円 30台

サーモンのクリビヤック 約600g 2,700円 3,500円 3,780円 30台

品　名 クーポン価格 会員証割引 定価 限定数

クリスマス
デコレーション
ケーキ

15cm 3,500円 4,300円 4,500円 50台

クリスマス
モンブラン 15cm 3,400円 4,200円 4,400円 50台

クリスマス
パーティーセット 4人前 14,000円 14,800円 15,000円 20台

＊�写真は�
イメージです

＊�写真は�
イメージです

ニピイ ハッピークリスマス・クーポン

譲渡・コピー不可

会員番号 引渡日

利用者氏名

購入品名

●利用方法
　事前に取扱店舗へ引渡日をご予約のうえ、
　精算時に本券をご提出ください。
　本券の現金への換金はできません。
　他の割引サービスとの併用はできません。
　不正利用の場合は一般料金をご請求いたします。
●利用券発行
　ニピイ（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター
　℡025-201-6113

◆利用期限　令和３年12月25日まで
◆ニピイ会員及び登録家族のみ利用可

ニピイ12月号掲載商品１個限り
クーポン価格で購入できます

●取扱店舗／下記店舗のみ有効【要予約】
・丸屋本店 本店（℡025-229-3335）
・丸屋本店 イオン青山小針店（℡025-231-1040）
・丸屋本店 本社工場（℡025-271-9111）
・はり糸（℡025-228-4471）
・クレーシェル（℡025-222-2991）
・万代シルバーホテル（℡025-249-3490）
・ ANAクラウンプラザホテル新潟
（℡025-245-3334）

・ ホテルオークラ新潟 バイキングレストランつばき
（℡025-224-6167）

＊上記枠内に記入のない券は使用できません

ホテル伝統のビーフシチュー

県産ポークと新潟和牛の
煮込みハンバーグ

シーフードドリア

柳江苑クリスマスオードブル

エミリア風ラザニア

クリスマスパーティーセット

＊�写真は�
イメージです
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お得に楽しもう！ スキー＆スノボー
● ご利用は会員と登録家族

※未就学児のお取扱いはスキー場により異なりますので各スキー場へお問い合わせください。
● 各スキー場のシーズン終了まで有効　● 他の割引との併用不可
● 営業期間など詳細は各スキー場のホームページやお問い合わせ先でご確認ください。

● お申込みは１会員１セット限り（６枚綴り）＊下記８施設の共通利用補助券です
●（１）「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。

　※イベント名には「スキーリフト利用補助券」とご記入ください。　※複数会員でお申込みの場合は事業所への送付といたします。
（２）利用当日、利用補助券をリフト券売場に提出し料金をお支払いください。

◆スキーリフト利用補助券　　リフト券をお得な料金で購入することができます！

スキー場名
（お問い合わせ先） 券　　種 一般価格 利用価格

胎内スキー場
☎0254-28-1717

回数券（11回券） 4,000円 2,800円

１日券

大人 4,000円 2,800円

レディース
シニア�
（50歳以上）

中学生以下

3,200円 2,000円

三川・温泉スキー場
☎0254-99-3738 １日券

大人 3,500円 2,200円

レディース
シニア�
（50歳以上）

2,500円 1,400円

小･中学生 2,000円 1,000円

ニュー・
グリーンピア津南
☎025-765-4611
※�大人のみ12/24（初滑り）
4/1～4/3除外

１日券

大人 4,000円 2,900円

シニア�
（60歳以上）

小学生以下
2,000円 900円

舞子スノーリゾート
☎025-783-4100 １dayパス

大人 5,000円 2,900円

中高生
シニア�
（55歳以上）

4,500円 2,600円

小学生 3,000円 1,700円

湯沢中里
スノーリゾート
☎025-787-3301

１日券

大人 4,500円 3,000円

中高生
シニア�
（55歳以上）

3,500円 2,200円

小学生 2,500円 1,200円

スキー場名
（お問い合わせ先） 券　　種 一般価格 利用価格

ムイカ
スノーリゾート
☎025-773-3311

１日券

大人 4,000円 2,500円

中高生
シニア�
（55歳以上）

3,100円 2,000円

小学生 2,000円 900円

ニノックス
スノーパーク
☎0254-29-3315

１日券

大人 4,200円 2,800円

中高生
シニア�
（55歳以上）

3,600円 2,300円

小学生 3,000円 1,800円

トワイライト券

大人 3,600円 2,300円

中高生
シニア�
（55歳以上）

3,100円 1,900円

小学生 2,600円 1,500円

キューピットバレイ
☎025-593-2041 １日券

大人 4,200円 2,600円

中高生
シニア�
（55歳以上）

3,700円 2,400円

小学生 2,700円 1,600円

内　容 券　種 スキー場名
割引券は１シート４枚綴り
割引券１枚で５名様まで利用可
小学生以下はリフト料金無料（要証明）

リフト･ゴンドラ･ロープウェー
割引利用券

苗場　かぐら　六日町八海山　万座温泉　
軽井沢プリンスホテル　志賀高原焼額山　妙高杉ノ原　
雫石　富良野

◆プリンススノーリゾート割引利用券　　お得で便利な割引券を差し上げます！

●（１）「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。
　　※イベント名には「プリンス割引券」、備考欄には「必要枚数（シート）」をご記入ください。

（２）スキー場のリフト券取扱窓口に割引券を提出し、リフト券を購入してください。



service center news 　5

● リフト券売り場で会員証、券売機で二次元コードを提示して購入してください。
※グランデコリゾートのみ二次元コード割引対象（会員証提示割引利用不可）
シーズン期間中、何回でもご利用できます（一部割引適用期間の制限あり）

◆会員証・二次元コード提示割引　　行きたい時に会員証または二次元コードを提示するだけ。いつでも割引料金でご利用ＯＫ！

スキー場名
（お問い合わせ先） 券　　種 一般価格 利用価格

タングラム
スキーサーカス
☎026-258-3511
※�追加料金で斑尾全山共通券に変更可
※�別途ICカード預り金500円（カード
返却時に返金）が必要

リフト�
１日券

中学生以上 4,300円 2,200円

シニア
（55歳以上） 3,700円 2,200円

小学生 3,000円 1,500円

赤倉温泉スキー場
☎0255-87-2125

ランチ付き�
１日券 大人 6,100円 5,000円

グランデコリゾート
☎0241-32-2530
※�二次元コード提示割引�
(会員証提示割引は利用不可)
※�一般価格はカレンダーにより変
わります。�詳しくはグランデコ
HPをご確認ください。

リフト�
1日券

中学生以上 3,900～5,600円

平日
3,600円

土日祝、
12/27-1/5
4,100円

小学生 3,000～
3,900円 2,800円

スキー場名
（お問い合わせ先） 券　　種 一般価格 利用価格

石打丸山スキー場
☎025-783-2222
※�12/17～24（初すべり）�
3/28～4/3（春スキー）除外

　�会員証提示割引期間�
　　　　12/25～3/27

リフト�
１日券

大人 5,400円 4,600円

シニア
（60歳以上） 4,600円 4,100円

小学生 3,600円 3,100円

湯沢高原スキー場
☎025-784-3326
※�12/18～24（初すべり）�
3/22～27（春スキー）除外�
会員証提示割引期間�
　　　　12/25～3/21

リフト�
１日券

大人 4,800円 4,300円

シニア
（55歳以上） 4,300円 3,800円

小学生 3,400円 2,900円

● 有効期限なし
● MGC三菱ガス化学アイスアリーナ

新潟市中央区鐘木257-17　TEL 025-288-1234
営業時間　 平　　日 13：00～18：00 

土日祝日 10：00～16：30
年中無休 ただし、大会等による臨時休館あり

● 会員と登録家族
● 利用枚数　１人１枚まで
● 300名募集
● 価格 券　種 会員特別価格 （一般料金） ※ 申込枚数と利用

者名を必ずご記
入ください。

大　人 900円 （1,500円）
小中高生・シニア（65才以上） 500円 （1,000円）

※未就学児は会員証提示により、割引料金でご利用いただけます。
　（詳しくは、利用ガイドブック21ページをご参照ください。）

アイスアリーナ滑走引換券
寒い新潟の冬は、スケートで身体を動かそう!! 
ご利用時に当日滑走券と引き換えのできる滑走引換券（貸靴つき）です。

【ご利用時の確認】
・貸靴サイズは15～30cm
・手袋の着用が必須です
・ 高校生以下のご利用は保護者と

の同行をお願いします。

● 12月14日（火）締切、12月下旬発送予定
※締切後のキャンセルはできません。

●「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・納付書到着後、３週間以内に代金をお振込みください。
アイスアリーナ窓口で「当日滑走券」と引き換えて入場してください。

　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
■ 「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。

サンリオ展　～ニッポンのカワイイ文化60年史～ 
永遠の「カワイイ」はここからはじまった！
2020年に創業60年を迎えたサンリオの歴史は、世界からも注目されてい
る「カワイイ文化」の歴史そのものといっても過言ではありません。本展
は原画や貴重な初出資料などから、いかにサンリオが「カワイイ」を作り
出し、成長発展させたのか、そしてどこへ
向かっていくのかをご覧いただく展覧会です。
● 2022年１月20日（木）～４月10日（日）
● 新潟県立万代島美術館
● 一般1,100円（前売1,400円）300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
● １月10日（月・祝）締切

※先着順で受付（発送は12月下旬より順次） ©2021�SANRIO�CO.,�LTD.
��APPROVAL�NO.�SP620156

【グランデコリゾート専用二次元コード】
←�こちらの二次元コードをスマートフォンで読むと割引
専用ページにアクセスできます。専用ページをグラン
デコリゾートの券売機にかざしてニピイ会員料金でご
利用できます。



● ご利用は会員および登録家族に限ります
● 本券１枚につき１名様のご利用です
●各種割引との併用はできません
●本券は下記３店舗のみ有効です

新潟グランドホテル 館内レストラン
中央区下大川前通 3-2230
ベルビュー 025-228-6170（直）
静香庵 　　025-228-6171（直）
慶　楽　　 025-228-6172（直）

会員番号

利用者
氏名

【発行】（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター【ニピイ】

新潟グランドホテル ランチクーポン

＊下記に記入のない場合は使用できません
※入店時に提出

ベルビューお魚ランチ 1,500円
ベルビューハンバーグランチ 1,680円
ベルビューお肉ランチ 1,770円
静香庵 小さな点心 1,590円
慶　楽 味わいランチ 1,320円

譲渡・コピー不可

期　間：R3.12.1（水）～R4.2.28（月）
除外日：1月1日～1月4日

新潟すし三昧 極み利用券
～新潟のすし職人が誇る「極み」厳選特上にぎり10カン～
新鮮な魚・最高の米の産地、新潟。
ここでしか味わえない極上のすしをご賞味あれ！

● 契約店
すし柳美 ℡.229-6268（古町通８）
鮨割烹�丸伊 ℡.228-0101（東堀通８）
寿司安 ℡.222-4613（本町通４）
富寿し�膳 ℡.224-6361（川端町）
すし清�矢ヶ﨑 ℡.222-0123（礎町通１）
千代鮨 ℡.245-6727（東大通１）
寿司�川柳 ℡.240-1030（東大通２）
富寿し�新潟駅前店 ℡.242-1212（東大通１）
せかい鮨 ℡.244-2656（沼垂東４）
寿司処�かつみ ℡.241-7892（笹口２）
こがね鮨 ℡.246-0032（紫竹５）
富寿し�新潟南店 ℡.383-5650（イオン新潟南１F）
瓢寿司 ℡.267-5556（関屋田町）
宝すし ℡.266-0382（文京町）
大谷寿し ℡.284-1787（上所上１）
すし処�大仙 ℡.231-4355（寺地）
鮨�寿 ℡.257-2308（茗荷谷）

▲「極み」の一例

新潟グランドホテル ランチクーポン
新鮮な地元食材を使ったヘルシーなランチメニューをお楽しみください。
● 12月１日（水）～２月28日（月）　除外日：１月１日～１月４日

ランチタイム11：30～14：15L.O
● 新潟グランドホテル 館内レストラン（中央区下大川前通3-2230）

ホテル駐車場２時間無料（満車時は近隣有料駐車場を各自で負担）
● ご利用は会員と登録家族　＊クーポン券の対象は小学生以上
● 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
● クーポンのご利用で下記のランチメニューがご利用になれます。

● 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。
（クーポンは入店時に提出／各種割引との併用はできません）
期間中は混雑が予想されます。事前のご予約をおすすめします。

フランス料理
レストラン

tel 025-228-6170（直通）

日本料理
レストラン

tel 025-228-6171（直通）

中国料理
レストラン

tel 025-228-6172（直通）
ベルビューランチ

　お　魚　1,500円（一般2,000円）
ハンバーグ1,680円（一般2,200円）
　お　肉　1,770円（一般2,300円）

スープ･メインディッシュ
サラダ･パンまたはライス

デザート･コーヒーまたは紅茶

小さな点心
1,590円（一般2,100円）

焼物八寸
お食事
水菓子

味わいランチ 
1,320円（一般1,800円）

日替りメイン･副菜一品
サラダ･点心･白飯または粥
ザーサイ･スープ･杏仁豆腐

● ご利用は会員および登録家族に限ります
● 本券１枚につき１名様のご利用です
●各種割引との併用はできません
●本券は下記３店舗のみ有効です

新潟グランドホテル 館内レストラン
中央区下大川前通 3-2230
ベルビュー 025-228-6170（直）
静香庵 　　025-228-6171（直）
慶　楽　　 025-228-6172（直）

会員番号

利用者
氏名

【発行】（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター【ニピイ】

新潟グランドホテル ランチクーポン

＊下記に記入のない場合は使用できません
※入店時に提出

ベルビューお魚ランチ 1,500円
ベルビューハンバーグランチ 1,680円
ベルビューお肉ランチ 1,770円
静香庵 小さな点心 1,590円
慶　楽 味わいランチ 1,320円

譲渡・コピー不可

期　間：R3.12.1（水）～R4.2.28（月）
除外日：1月1日～1月4日

● 利用期間　 令和３年12月１日（水）～ 
令和４年２月28日（月）まで

● 会員と登録家族
＊利用券の対象は小学生以上

● 期間中１人１回　　● 600名募集
● 2,800円／名（一般参考料金3,850円）

＊飲み物・追加料理等は別途精算
旬の地魚・トロ・ウニ・イクラなど特上にぎり1.5人前の10カン。お椀付き。

● ①契約すし店へ直接電話し、予約をします。（右表参照）
　 「ニピイの極み利用券を使用する」「日時・人数」をお

伝えください。
② 予約の取れた方は、「イベント申込書」に記入し、FAX

またはWebよりニピイまで利用券をご請求くださ
い。（利用券は１人１枚必要）

③利用当日、利用券を提出し、料金をお支払いください。

詳しい情報は
こちらから▼



＊ 左記に記入のない場合は
使用できません

※入園時に提出
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１名のみ、各
種割引との併用はできま
せん

● 本券は左記施設のみ有効
です

いくとぴあ 食花　キラキラガーデン
新潟市中央区清五郎336番地　TEL.025-282-4181

【イルミネーション点灯時間】17:00～20:00（最終入園19:30）
※12月は21:00まで延長(最終入園20:30)

【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

キラキラガーデンイルミネーション入園クーポン

大人（高校生以上）入園料300円 ■期間　 R4.1.10（月·祝）まで
（12/31·1/1を除く）

＊ 左記に記入のない場合は
使用できません

※入園時に提出
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１名のみ、各
種割引との併用はできま
せん

● 本券は左記施設のみ有効
です

いくとぴあ 食花　キラキラガーデン
新潟市中央区清五郎336番地　TEL.025-282-4181

【イルミネーション点灯時間】17:00～20:00（最終入園19:30）
※12月は21:00まで延長(最終入園20:30)

【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

キラキラガーデンイルミネーション入園クーポン

大人（高校生以上）入園料300円 ■期間　 R4.1.10（月·祝）まで
（12/31·1/1を除く）

● １月10日（月・祝）まで　（休業日：12月31日、１月１日）
● 会員と登録家族　＊クーポン券の対象は高校生以上
● 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。
● 入園料　高校生以上500円→300円（クーポン利用）

※小中学生 通常料金300円、未就学児無料
● 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。

（クーポン券は入園時に提出）
＊各種割引との併用はできません。

● ご来場の際はマスク着用など感染症対策にご協力ください。

キラキラガーデンイルミネーション入園クーポン
冬のテーマは「スイーツファンタジー ～おかしの森～」デコレーションケーキやおか
しのおうちなど様々なスイーツの光のファンタジーでキラキラガーデンを彩ります。
甘～いスイーツを食べたときのようなスイートで幸せなお時間をお楽しみください。

いくとぴあ 食花　キラキラガーデン
新潟市中央区清五郎336番地

TEL.025-282-4181
【イルミネーション点灯時間】

17:00～20:00（最終入園19:30）
※12月は21：00まで延長（最終入園20:30）

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】

解答

【例】のように、リストの漢字を使って三字熟語を作ってください。矢印でつながっているマスには同じ漢字が入ります。
最後まで使わずにリストに残った、２つの漢字でできる熟語が答えです。

解答および必要事項を記入の
うえ、ニピイまでFAXまたは
Webよりご応募ください。
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。

　　  漢字リレーパズル  【12月15日必着】 ニピイFAX 025−201−6117
ホッと
一息

間違い探し正解発表
正解 ③７個
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
トいたしました。

（応募数814件）
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事務局からのお知らせ
■新規提携施設のご案内
JEUGIAカルチャーセンターイオンモール新潟南
　入会金無料（会員のみ）
　新潟市江南区下早通柳田1-1-1イオンモール新潟南２F
　TEL.025-383-1331
　※スクール受講料補助対象
斉藤いちご農園
　いちご狩り・直売5%引き、ジェラート50円引き（３個まで）
　燕市燕115　TEL.0256-47-1519
　※会員・登録家族対象

■12月の慶弔給付金対象者
対象者 12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12月入社

勤続祝金（満15年） 平成18年12月入社

勤続祝金（満20年） 平成13年12月入社

勤続祝金（満25年） 平成８年12月入社

勤続祝金（満30年） 平成３年12月入社

勤続祝金（満35年） 昭和61年12月入社

成人祝金 平成13年12月生まれ

還暦祝金 昭和36年12月生まれ

水晶婚祝金 平成18年12月結婚

銀婚祝金 平成８年12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 （11月入会：１事業所）
・（有）ガールトーク 中央区西堀通５

　　お知り合いの事業所をご紹介ください
日頃よりニピイをご愛顧いただき、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します。

■ さらに、その事業所が加入された場合には、 
入会者１人につき1,000円分の商品券をプレ
ゼントします。

≪最大40,000円≫
　 【例】  20人の事業所が入会されますと 

1,000円×20人＝20,000円分 
の商品券をプレゼントします。

新規加入事業所の特典
■新規加入事業所には商品券をプレゼントします。
≪最大30,000円≫

新規入会者数 商品券金額 新規入会者数 商品券金額

 2 名～ 5 名様  2,000円 31名～40名様 15,000円

 6 名～10名様  3,000円 41名～50名様 20,000円

11名～20名様  5,000円 51名様以上 30,000円

21名～30名様 10,000円

  次 号 予 告 ※内容は変更になる場合があります。

・新春特別 お年玉プレゼント
・シルバーホテルランチクーポン
・ＫＦＣプリペイドカード
・みかづきイタリアン利用券
・全福市場「冬のお取り寄せ」
・ワインセミナー　２月１日（火）、５日（土）
・Excelセミナー　２月５日（土）

ニピイ年末年始休業
12月29日（水）～１月３日（月）は休業いたします。
FAXおよびWeb申込みは受信可能です。
利用券などの発送は１月４日（火）からとなります。

１月号のお届けは１月５日（水）以降です
年末年始は配送業者がお休みのため、ニュースのお届け
は１月５日以降となります。１月７日までに届かない場
合はニピイまでご連絡ください。ニピイHPでのpdf公開
は１月４日です。


