
service center news 　1

｜ 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
１2022年

月号
会 員 数 18,341名
事業所数 1,222事業所
令和３年12月１日現在

令和４年  謹んで新春のご挨拶を
　　　　　　　　　　　申し上げます

　会員の皆さまには、お健やかに新年をお迎えのことと心からお喜びを申し上げます。
　さて、令和２年度決算におきまして、ニピイの月平均会員数は、当財団設立以来、初めて１万８千人を
突破致しました。これは、ひとえに会員の皆さま方のお力添えによるものであり、深く感謝を申し上げます。
　本年も新型コロナウイルス感染症や原油高騰など、企業経営、そして生活面においても大変厳しい状

況が続くものと思われます。しかしながら、このよ
うな時こそ、私どもニピイでは、会員の皆さまのご
意向を把握しながら、会員の皆さまに添った福利
厚生の充実を図ってまいりますので、本年もどう
ぞよろしくお願い申し上げます。
　年頭に当たり、会員並びにご家族の皆さま方の
ご多幸と貴事業所の益々のご発展をご祈念申し上
げ、新年のご挨拶といたします。

　令和４年　元旦
　　（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター
� 理事長　佐藤　秀則　

理　事　中�川　高�男　　　　監　事　早�川　清�丈　　　　評議員　本�間　俊�秀
理　事　能�登�谷　巌　　　　監　事　樋�口　恭�弘　　　　評議員　斎�藤　　�直
理　事　藤�澤　�　成　　　　評議員　徳�武　裕�一　　　　評議員　八�木　　�明
理　事　間　　�英�輔　　　　評議員　髙�橋�　　理　　　　評議員　大�倉　正�弘
理　事　川�﨑　　�晃　　　　評議員　佐�藤　�　淳
理　事　関�本　大�輔　　　　評議員　植�木�　　孝　　　　事務局　�職�員�一�同

  次 号 予 告� ※内容は変更になる場合があります。

・Ｔジョイ映画観賞券� ・福祉施設お買い物クーポン　・ギャザリング利用券
・ANAランチクーポン　・図書カード5,000円分
・パン教室（苺とホワイトチョコのぐるぐるパン）３月６日、３月９日

Ⓒ（公財）新潟観光コンベンション協会



会員番号

利用者
氏　名

【発行】ニピイ ( 公財 ) 新潟市勤労者福祉サービスセンター

万代シルバーホテル ランチクーポン

※欄内に記入のない券は使用できません

譲渡・コピー不可

利用期間　R.4.1.５㊌～R4.3.31㊍

新潟市中央区万代 1-3-30
●ダンスィングドール 025-247-5728
●柳　江　苑 025-240-3370
●銀　　　鈴 025-245-5618

・ご利用は会員･登録家族に限ります
・ お１人1枚、ランチメニュー1品に

適用します
・他割引との併用は不可
・ご予約をお勧めします

ランチメニュー
　300円引き＆
　10％割引

＊該当するものに〇をつけてください

１. サービスはご満足いただいていますか？ 〔必須〕
①満足　②やや満足　③普通　④やや不満　⑤不満
　④⑤の方は理由をお書きください

［  ］
２. どのくらいの頻度でサービスを利用していますか？ 〔必須〕

①ほぼ毎月利用する　②年に数回利用する
③ほとんど利用しない
　③の方は理由をお書きください

［ ］
３.  ニピイに力を入れてほしいサービスは何ですか？

（２つまで） 〔必須〕
①お祝い金・お見舞金　②健診・ドック補助
③商品券販売　④収穫体験　⑤産直品の販売
⑥切取クーポン券　⑦カルチャー・セミナー
⑧補助券冊子（映画・温浴）　⑨チケット販売
⑩その他［ ］

４.ご意見・ご要望をご記入ください。

※１～３は必須項目です。ご記入いただいた方が抽選対象となります。

〈

山

折

り

〉

アンケートに
ご協力ください

郵　　便　　は　　が　　き

事 業 所 名

事業所住所
〒

会 員 番 号

会 員 氏 名

ご希望の
賞　　品 賞

Ａ～Ｃのいずれかを選択してください
当選者のみ事業所宛に送付いたします

63円切手
をお貼り
ください

新潟市中央区西堀通６番町878-1
西堀七番館ビル３Ｆ

（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター
お年玉プレゼント係

記入内容は賞品の送付及びアンケートの収集にのみ利用いたします。

９５１－８０６１

新春特別  お年玉プレゼント
日頃の感謝をこめて、会員の皆様にお年玉企画をご用意しました。
外れた方にもWチャンス賞あり! ぜひご応募ください。

＊該当するものに〇をつけてください

１. サービスはご満足いただいていますか？ 〔必須〕

①満足　②やや満足　③普通　④やや不満　⑤不満

　④⑤の方は理由をお書きください

［  

］

２. どのくらいの頻度でサービスを利用していますか？ 〔必須〕

①ほぼ毎月利用する　②年に数回利用する

③ほとんど利用しない

　③の方は理由をお書きください

［ 

］

３.  ニピイに力を入れてほしいサービスは何ですか？

（２つまで） 〔必須〕

①お祝い金・お見舞金　②健診・ドック補助

③商品券販売　④収穫体験　⑤産直品の販売

⑥切取クーポン券　⑦カルチャー・セミナー

⑧補助券冊子（映画・温浴）　⑨チケット販売

⑩その他［ 

］

４.ご意見・ご要望をご記入ください。

※１～３は必須項目です。ご記入いただいた方が抽選対象となります。

〈

山

折

り

〉

アンケートに
ご協力ください

郵　　便　　は　　が　　き

事 業 所 名

事業所住所
〒

会 員 番 号
会 員 氏 名

ご希望の賞　　品

賞 Ａ～Ｃのいずれかを選択してください

当選者のみ事業所宛に送付いたします

63円切手をお貼りください

新潟市中央区西堀通６番町878-1

西堀七番館ビル３Ｆ

（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター

お年玉プレゼント係

記入内容は賞品の送付及びアンケートの収集にのみ利用いたします。

９５１－８０６１
＊該当するものに〇をつけてください

１. サービスはご満足いただいていますか？ 〔必須〕

①満足　②やや満足　③普通　④やや不満　⑤不満

　④⑤の方は理由をお書きください

［  

］

２. どのくらいの頻度でサービスを利用していますか？ 〔必須〕

①ほぼ毎月利用する　②年に数回利用する

③ほとんど利用しない

　③の方は理由をお書きください

［ 

］

３.  ニピイに力を入れてほしいサービスは何ですか？

（２つまで） 〔必須〕

①お祝い金・お見舞金　②健診・ドック補助

③商品券販売　④収穫体験　⑤産直品の販売

⑥切取クーポン券　⑦カルチャー・セミナー

⑧補助券冊子（映画・温浴）　⑨チケット販売

⑩その他［ 

］

４.ご意見・ご要望をご記入ください。

※１～３は必須項目です。ご記入いただいた方が抽選対象となります。

〈

山

折

り

〉

アン
ケー
トに

ご協
力く
ださ
い

郵　　便　　は　　が　　き

事 業 所 名

事業所住所

〒

会 員 番 号
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賞

Ａ～Ｃのいずれかを選択してください

当選者のみ事業所宛に送付いたします
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記入内容は賞品の送付及びアンケートの収集にのみ利用いたします。

９５
１－
８０
６１

裏側をのりで貼り合わせる63円切手

山折り

＜ 切 り 取 り ＞ ＜ 切 り 取 り ＞

●参加資格 会員本人のみ、１回限り（重複は受付けません）
●応募締切 １月27日（木）必着
●応募方法 必要事項・アンケートを記入、はがきの形状にし、切手を貼って郵送。

必ずニュース紙面を切り取り郵送でご応募ください。
注）�FAXが１台しかなく事務に支障をきたすため、FAXでの申込みはで
きません。本人が記載したものに限ります。コピーは受付けません。

●当選発表 当選結果は賞品の発送をもってかえさせて頂きます。
賞品の発送は２月中旬を予定。送付先は事業所住所のみ。

●賞　　品 Ａ賞 5本 新潟市共通商品券�10,000円分

Ｂ賞 80本 お食事券�5,000円分（新潟市内のホテル、すし券など）

Ｃ賞 100本 ジェフグルメカード�3,000円分

Ｗチャンス賞　500本　各種商品券500円分　外れた方にもチャンスあり！
※Ｂ賞・Wチャンス賞は券種の指定はできません

ノンブル�P2

下の用紙に記入し、切り取る。真ん中を山折り、裏側をのり付けし、貼り合わせる。63円切手を貼りご郵送ください。



万代シルバーホテル ランチクーポン
ホテルレストランの共通クーポンです。お得なランチをよりお得にお楽しみください♪

● クーポン利用は、１月５日（水）〜３月31日（木）まで
ランチタイム11：30〜14：30（14：00L.O）
＊ダンスィングドールは 土日祝11：30〜15：00（14：30L.O）
＊銀鈴は毎週月曜定休（祝日の場合は翌日に振替）

● 万代シルバーホテル 館内レストラン（中央区万代1-3-30）
ホテル駐車場 2,000円以上１時間、5,000円以上２時間無料

● 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
● レストランのランチメニューに対しクーポン利用で300円引きとなります。

＊クーポン利用商品は10％割引、それ以外は会員割引５％
＊ご利用はお１人１枚限り。ランチタイムのお食事メニューに適応

● クーポンに必要事項をご記入のうえ、切り取ってご利用ください。

契約レストラン　ランチメニュー紹介（クーポン利用価格、税込）
西洋料理屋 ダンスィングドール
TEL.025-247-5728（直通）

中国料理 柳江苑
TEL.025-240-3370（直通）

新潟の旬菜と地酒の店 銀鈴
TEL.025-245-5618（直通）

・平日テラスランチ 
　　魚 1,086円（通常1,540円）
　　肉 1,185円（通常1,650円）
・土日祝ホリデーランチ
　　魚 1,185円（通常1,650円）
　　肉 1,284円（通常1,760円）
全品サラダバー、ドリンク付き

・平日日替わりランチセット
　　591円（通常990円）
・四川風熱々麻婆ランチ
　　987円（通常1,430円）
・スペシャルランチ
　　1,482円（通常1,980円）
他 多彩な本格中華が楽しめます。

・平日限定日替わりランチ（数量限定）
　　789円（通常1,210円）
・四季彩御膳 1,482円（通常1,980円）
・タレカツ御膳 888円（通常1,320円）
他 新潟の旬の食材を味わいください。

会員番号

利用者
氏　名

【発行】ニピイ ( 公財 ) 新潟市勤労者福祉サービスセンター

万代シルバーホテル ランチクーポン

※欄内に記入のない券は使用できません

譲渡・コピー不可

利用期間　R.4.1.５㊌～R4.3.31㊍

新潟市中央区万代 1-3-30
●ダンスィングドール 025-247-5728
●柳　江　苑 025-240-3370
●銀　　　鈴 025-245-5618

・ご利用は会員･登録家族に限ります
・ お１人1枚、ランチメニュー1品に

適用します
・他割引との併用は不可
・ご予約をお勧めします

ランチメニュー
　300円引き＆
　10％割引

会員番号

利用者
氏　名

【発行】ニピイ ( 公財 ) 新潟市勤労者福祉サービスセンター

万代シルバーホテル ランチクーポン

※欄内に記入のない券は使用できません

譲渡・コピー不可

利用期間　R.4.1.５㊌～R4.3.31㊍

新潟市中央区万代 1-3-30
●ダンスィングドール 025-247-5728
●柳　江　苑 025-240-3370
●銀　　　鈴 025-245-5618

・ご利用は会員･登録家族に限ります
・ お１人1枚、ランチメニュー1品に

適用します
・他割引との併用は不可
・ご予約をお勧めします

ランチメニュー
　300円引き＆
　10％割引

ホテルでは新型コロナウイルス感染対策を徹底
しています。そのためレストランの客席数減・
営業時間の変更など行っております。
レストランは予約なしでもご利用いただけます
が、事前のご予約をお勧めします。

＊該当するものに〇をつけてください

１. サービスはご満足いただいていますか？ 〔必須〕
①満足　②やや満足　③普通　④やや不満　⑤不満
　④⑤の方は理由をお書きください

［  ］
２. どのくらいの頻度でサービスを利用していますか？ 〔必須〕

①ほぼ毎月利用する  ②年に数回利用する
③ほとんど利用しない
　③の方は理由をお書きください

［ ］
３.  ニピイに力を入れてほしいサービスは何ですか？

（２つまで） 〔必須〕
①お祝い金・お見舞金　②健診・ドック補助
③商品券販売　④収穫体験　⑤産直品の販売
⑥切取クーポン券　⑦カルチャー・セミナー
⑧補助券冊子（映画・温浴）　⑨チケット販売
⑩その他［ ］

４.ご意見・ご要望をご記入ください。

※１～３は必須項目です。ご記入いただいた方が抽選対象となります。

〈

山

折

り

〉

アンケートに
ご協力ください

郵　　便　　は　　が　　き

事 業 所 名

事業所住所
〒

会 員 番 号

会 員 氏 名

ご希望の
賞　　品 賞

Ａ～Ｃのいずれかを選択してください
当選者のみ事業所宛に送付いたします

63円切手
をお貼り
ください

新潟市中央区西堀通６番町878-1
西堀七番館ビル３Ｆ

（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター
お年玉プレゼント係

記入内容は賞品の送付及びアンケートの収集にのみ利用いたします。

９５１－８０６１

さくらの湯
岩盤浴割引クーポン
期間限定で岩盤浴の料金を割引価格にてご利用いただけます。
初めての方も、いつもご利用されている方も、この機会にぜひ！

● 利用期間：令和４年１月11日（火）〜２月28日（月）
● 会員と登録家族　＊利用は中学生以上
● 中学生以上　300円（通常500円）

 ＊岩盤浴のみの料金です。別途ご入浴料が必要となります。
● 入館時に受付へクーポン券をご提出ください。

１枚につき５名までご利用いただけます。
他の割引との併用はできません。

【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

●利用は会員本人・登録家族に限る　●各種割引との併用は不可
●本券は入館時に受付へ提出　　　　●本券 1 枚で 5 名まで利用可

弥彦 桜井郷温泉 さくらの湯
岩盤浴割引クーポン

弥彦 桜井郷温泉  さくらの湯　＊不定休
西蒲原郡弥彦村大字麓1970  Tel.0256-94-1126
10：00～21：00営業（最終入館20：15）

中学生以上　岩盤浴 300円（通常500円）

有効期限
R4.1.11㊋
～2.28㊊

※別途ご入浴料が必要です

弥彦　桜井郷温泉　さくらの湯　＊不定休
西蒲原郡弥彦村大字麓1970
Tel. 0256-94-1126
10：00〜21：00営業（最終入館20：15）

ノンブル P3
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Excel 半日セミナー【関数編】
Excelを使って、関数を学びましょう。
関数に苦手意識を持っている方におすすめなコースです。
入力時に便利な条件付き書式等の設定もご紹介します。

仕事で使える！

●２月５日（土）�13：00～17：00（受付12：30～）
●スタッフエースビジネススクール　新潟万代校
新潟市中央区万代１丁目６番１号
万代シテイバスセンタービル４階　万代テラス内　けやき教室

●ご参加は会員と登録家族
＊データ入力、SUM関数ができる方が対象

●15名募集（応募多数の場合は抽選／最少催行６名）
●１名3,300円（プリントテキスト代込、一般参考料金6,600円）
＊プリントテキスト付　＊現地支払

●１月18日（火）締切
＊案内は当選者のみ１月24日発送（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よりお申込みください。

Menu
・関数の入力方法� ・IF関数
・VLOOKUP関数� ・SUMIF関数
・COUNTIF関数� ・表示書式（ユーザー定義）
・シートの保護
・�セルの書式設定（入力書式・条件付き書式）

会員
番号

利用者
氏名

＊下記に記入のない場合は使用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター コピー不可

みかづきイタリアン利用券

■期間 R4.1.4火～ R4.3.31木
※注文時に提出 　※１枚１個限り

●ご利用は会員および登録家族に限ります。
● ご利用は本券記載の商品のみとし、他への振替は

できません。
●本券は契約店舗のみ有効です。
　（契約店舗はニピイニュース紙面でご確認ください）

イタリアン（各種）
１個 100円割引

ＫＦＣカード
ケンタッキーでご利用いただける便利なプリペイドカードです。
●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2,400円（3,000円分チャージ済み）
●1,000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。
●１月23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。
３月中旬、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。

●国内のケンタッキー店舗（競馬場など一部店舗除く）でご利用いただけます。
有効期限は約２年間（店頭利用またはチャージでさらに２年へ更新）
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。

KFC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

TEL　　　　　　（　　　　　　）

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。



● 期間　令和４年３月31日（木）まで
● Gstudio〜Aerial Yoga〜

　新潟市中央区弁天3-2-1　マルキタ弁天ビル３F
　＊提携Ⓟ利用で60分無料(ハンモックヨガのみ)

● 会員と登録家族
＊利用券の対象は中学生以上、期間中どちらか１回限り

● ハンモックヨガ　1,100円（一般料金2,500円）
ピラティス　700円（一般料金1,500円）

● ①直接【Gスタジオ】へ電話で予約をします。
　TEL.025-250-0136（受付9：00〜21：00）
　＊ レッスン中は電話に出られませんので、留守電にメッセージをお願いします。
　＊「ニピイ会員で利用券を使用すること」をお申し出ください。
　＊予約は利用日の前日20時までにお願いします。
② 予約の取れた方は、「イベント申込書」に記入し、FAXやWebからニピイへ利

用券をお申込みください。
　＊ 利用券は１人１枚必要です。普通郵便で送付しますので余裕をもって予約

し、お申込みください。
③ご利用当日、利用券を提出し、参加料金をお支払いください（現金精算）。

● 持ち物　タオル、飲み物、着替え　＊動きやすい服装でお越しください。

ハンモックヨガ・ピラティス利用券
寒い冬は室内で体を動かそう！ハンモックヨガ・ピラティスの体験レッスンです。初めての方も、安心して体験できます！

レッスンスケジュール
【ハンモックヨガ】
　水・土・日曜
　　　　10：15〜11：00（開場10：00）
　木曜　18：15〜19：00（開場18：00）

【ピラティス】
　水曜　13：15〜14：15（開場13：00）

みかづきイタリアン利用券
● 利用券のご利用は１月４日（火）〜３月31日（木）まで
● ご利用は会員と登録家族のみ
● １会員３枚限り　＊紛失、追加等による再発行はいたしません
● 利用券１枚でイタリアン１個を100円割引いたします。

＊イタリアンは全種類が対象です。セット商品にも使えます。
＊みかづきサンクスクーポンとの併用も可能です。

● 利用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。
● ご利用は下の契約店舗のみ。営業時間･休業日等は各店舗により異なります。

万代店　粟山店　内野店　新津パルス店　県央店　イオン新潟東店　黒埼店　新発田店　中山店　小新店
とやの店　豊栄店　横越店　イオン新発田店　アピタ新潟西店　アピタ亀田店　イオン新潟南店
ムサシ新潟店　イオン新潟青山店　イトーヨーカドー丸大店　イオン白根店　デッキィ401店

会員
番号

利用者
氏名

＊下記に記入のない場合は使用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター コピー不可

みかづきイタリアン利用券

■期間 R4.1.4火～ R4.3.31木
※注文時に提出 　※１枚１個限り

●ご利用は会員および登録家族に限ります。
● ご利用は本券記載の商品のみとし、他への振替は

できません。
●本券は契約店舗のみ有効です。
　（契約店舗はニピイニュース紙面でご確認ください）

イタリアン（各種）
１個 100円割引

会員
番号

利用者
氏名

＊下記に記入のない場合は使用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター コピー不可

みかづきイタリアン利用券

■期間 R4.1.4火～ R4.3.31木
※注文時に提出 　※１枚１個限り

●ご利用は会員および登録家族に限ります。
● ご利用は本券記載の商品のみとし、他への振替は

できません。
●本券は契約店舗のみ有効です。
　（契約店舗はニピイニュース紙面でご確認ください）

イタリアン（各種）
１個 100円割引

会員
番号

利用者
氏名

＊下記に記入のない場合は使用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター コピー不可

みかづきイタリアン利用券

■期間 R4.1.4火～ R4.3.31木
※注文時に提出 　※１枚１個限り

●ご利用は会員および登録家族に限ります。
● ご利用は本券記載の商品のみとし、他への振替は

できません。
●本券は契約店舗のみ有効です。
　（契約店舗はニピイニュース紙面でご確認ください）

イタリアン（各種）
１個 100円割引

新潟っ子のソウルフード、みかづきのイタリアン。定番
商品から季節商品まで、人気の一品をこの機会にどうぞ！

イタリアン（イメージ）

ノンブル P5
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●①２月１日（火）17：30～19：00
②２月５日（土）16：00～17：30

●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　2,400円（通常4,000円）
●会員と登録家族　＊参加は20歳以上
●各14名募集（最少催行５名）　＊応募多数の場合は抽選
●１月17日（月）締切　＊案内は１月18日発送予定(選外通知なし)
●「イベント申込書」に記入し、FAXやWebからお申込みください。
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　トレトゥール�メメ　鈴木弘武さん

ナチュラルワインの楽しみ方
最近注目の「ナチュラルワイン」。そもそもナチュラルワインとは？種類や味わいの特徴は？どんな料理と合うの？
などを学ぶ、気軽に楽しめるワイン講座です。試飲もあります。

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。

●申込方法　各商品のURL・二次元コード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４年２月20日（日）まで　※１会員につき各商品１セットまで購入可
※商品の詳しい内容は下記URL・二次元コードからご確認ください。

巣ごもり応援  冬のお取り寄せ特別企画 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。

ずわいがに(茹) カニ脚 ２kg
「毎日カニ三昧」間違いなし！ ずっしり大きな５Lサイズを
お届けします。

〇�ボイルずわいがに（ロシア産）�
※冷凍
〇５Lサイズ（５肩前後入）
〇総重量２kg　簡易包装

会員価格　 13,300円 
（通常15,800円）

※必ず到着日をご指定ください。
※�到着希望日の１週間前までにご注文ください。

URL：https://bit.ly/3E1d5Rr

ずわいがに（生）カニすき用カット 1.2kg
新鮮なずわい蟹を食べやすく加工し、急速冷凍した逸品です。

〇�生ずわいがに�
（ロシア産ORカナダ産）�
※冷凍
〇ハーフポーション（半むき）
〇�総重量1.2kg�
（脚・爪・爪下・肩肉入）

会員価格　 8,800円 
（通常9,800円）

入金確認後順次発送予定

URL：https://bit.ly/3CYLAXw

全商品
送料無料!!

〈購入パスワード〉
202 1
※各商品共通

イメージ

二次元
コード

二次元
コード

＊�ワインの試飲がありますので、公共交通機関等
でご来場ください。

家庭用常備薬等の斡旋
会員の皆様のケガや病気、健康保持増進対策の一環として、家庭薬・健康関連商品等を斡旋し
ます。ニピイ会員限定の特別価格での取り扱いとなります。この機会にぜひ、ご利用ください。
詳しくは折り込みチラシをご覧ください。
※ニピイへのお申込みはできません。
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おそうじ本舗 新潟茅野山店　tel 025-282-7377

●令和４年１月４日（火）～４月10日（日）
営業　土日祝／10：00～16：00（予約不要）
　　　平　日／13：00～21：00【予約制】

●サントピアワールド併設施設　TEL.0250-68-3450
●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、切り取ってお使いください。

サントピアワールド 「ひみつきち」
様々な“遊び”と“楽しい”を、遊園地とは異なった形で追及しました。『大人も
子どもも楽しめる』屋内ドローンフィールド＆ミニ四駆サーキット登場！

広告

10%OFF+お掃除グッズプレゼント

お気軽にお電話ください！
☎︎025-282-7377　おそうじ本舗 新潟茅野山店

ニピイ会員証提示 特別割引も実施
（クーポンがなくても、上記期間中、何回でも利用可能）
１時間券500円（通常1,000円）・１日券1,200円（通常2,000円）・
親子1日券1,700円（通常2,500円）

レンタルドローンあり（数量限定、時間制、混雑時はレンタル出来ない場合もあります）

【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

利用期間
R4.1.4㊋

～4.4.10㊐

●未記入の券は利用不可 ●他割引との併用不可
●会員･登録家族のみ利用可 ●１日券は本券１枚で１名のみ有効
●親子１日券は本券１枚で親子に適用（子は３歳～小学生）

サントピアワールド「ひみつきち」
阿賀野市久保1-1　TEL.0250-68-3450
土日祝 10:00～16:00（予約不要）
平　日 13:00～21:00【予約制】

●１日券1,000円（通常2,000円）
●親子１日券1,500円（通常2,500円）

ひみつきち利用クーポン

【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

利用期間
R4.1.4㊋

～4.4.10㊐

●未記入の券は利用不可 ●他割引との併用不可
●会員･登録家族のみ利用可 ●１日券は本券１枚で１名のみ有効
●親子１日券は本券１枚で親子に適用（子は３歳～小学生）

サントピアワールド「ひみつきち」
阿賀野市久保1-1　TEL.0250-68-3450
土日祝 10:00～16:00（予約不要）
平　日 13:00～21:00【予約制】

●１日券1,000円（通常2,000円）
●親子１日券1,500円（通常2,500円）

ひみつきち利用クーポン

ニピイ会員の方は作業代金10％OFFです。�
さらに、1,400円相当のお掃除グッズをプレゼント�
● 期間：1/5～2/28にご注文の方 
　�他のキャンペーン値引きとの併用はできません。�
　�価格は消費税込みの価格です
● エアコンクリーニング（お掃除機能なし） ··········· 通常価格￥12,100 ➡ ￥10,850
● エアコンクリーニング（お掃除機能付き） ··········· 通常価格￥20,900 ➡ ￥18,800
● レンジフードクリーニング（ノーマルタイプ） ···· 通常価格￥19,800 ➡ ￥17,800
● レンジフードクリーニング（アイランド型） ········ 通常価格￥22,000 ➡ ￥19,800
● レンジフードクリーニング（お掃除機能付き） ···· 通常価格￥26,400 ➡ ￥23,750 
　（レンジフードクリーニングは強い油汚れ除去を含む価格です）
● 浴室クリーニング（オプションなし） ·················· 通常価格￥16,500 ➡ ￥14,850 
　（オプション：鏡のウロコ取り、エプロン内部、浴室換気扇分解洗浄、窓外側、ブラインド、備品洗浄等）
その他、お掃除のことなら、なんでもご相談ください!!
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事務局からのお知らせ

■１月の慶弔給付金対象者
対象者 １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24年１月入社
勤続祝金（満15年） 平成19年１月入社
勤続祝金（満20年） 平成14年１月入社
勤続祝金（満25年） 平成９年１月入社
勤続祝金（満30年） 平成４年１月入社
勤続祝金（満35年） 昭和62年１月入社
成人祝金 平成14年１月生まれ
還暦祝金 昭和37年１月生まれ
水晶婚祝金 平成19年１月結婚
銀婚祝金 平成９年１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 （12月入会：３事業所）
・（株）医療衛生研究所� 中央区横七番町通
・ホシノ補聴器専門店� 西区寺尾東
・（株）特殊技研興業� 中央区姥ケ山

広告

「結婚祝金」と「出産祝金」の 
取扱い変更について

　女性会員が、退職による退会後３か月以内に
結婚や出産をされた場合、会員とみなして祝金
を給付していましたが、女性が結婚や出産後も
仕事を続けることが一般的になってきているこ
とから、この特例を廃止し、会員である方のみ
に給付することへ変更します。
　令和４年４月１日以降、会員資格の無い方は、
給付の対象となりませんのでご注意ください。

■郵便、FAXの受付について
ニピイでは、各種申込みを郵便やFAXで受付けています。
締切日（必着）厳守で業務を行っていますので、受付の確認
が必要な場合は、お電話でお問合わせをお願いします。特に、
入会・退会の手続きや、給付金の申請等、ご注意をお願い
します。

■入会・退会の手続き
ニピイの入退会は月単位で管理しています。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
いますので、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。

■１月は第４期（１～３月分）の会費引落月です
１月31日（月）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、会費が未納ですと給付金やチケット購入など各種サービ
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。

漢字リレーパズル正解発表
744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。

■適正利用のお願い
利用範囲外の方への利用券等の譲渡・転売などを固くお断
りいたします。不正が発覚した場合、利用制限や退会の対
象となりますのであらかじめご了承ください。


