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〒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

グリーンが美しい

TEL
FAX

025-201-6113
025-201-6117

5

2021 年

月号

加入状況

会 員 数 17,803 名
事業所数 1,232 事業所
令和３年４月１日現在

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。

初夏のギャザリング

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♪
今回は初夏の花々と美しいグリーンを使って元気なギャザリングを作りましょう。
● ①６月２日
（水）
②６月６日
（日）
希望日（第２希望以下の指定
③６月９日
（水）
④６月13日
（日）
も可）をご明記ください
⑤６月16日
（水）
⑥６月20日
（日）
⑦６月23日
（水）
いずれも13:30～15:30
＊同様の内容で７回開催、各回定員５名まで
● 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をお願いします
● １名2,000円
（受講料、材料費込み、一般参考料金4,000円）
● ５月20日
（木）
締切

＊案内は５月24日発送予定
（選外通知なし）

● ⑴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。
「希望日(第２希望以下の指定も可)」
「参加当日の連絡先電話番号」をご明記ください。
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

フレンズ

石川じゅんこ さん

新潟清酒

イメージ

鉢サイズ W22×D13×H11（予定）
旬の苗を使用するため仕入状況によ
ります。
※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。

夏の楽しみ方

夏でも日本酒はおいしい！ タイプ別味わいの違い、器による味の感じ方の差、
夏の味覚とのマッチングなどを「朝日山」の利き酒師から学びます。試飲もあります。
● ①６月５日
（土）16：00～17：30
②６月15日
（火）
18：30～20：00

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。

● 新潟日報カルチャースクール 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

1,300円
（通常2,200円） ● 会員と登録家族

＊参加は20歳以上限定

● 各14名募集
（最少催行６名） ＊応募多数の場合は抽選
● ５月23日
（日）
締切

＊案内は５月25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・Web等でお申
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。

次 号 予 告

講 師 浅井 拓郎さん
（朝日酒造（株）国内事業部本社営業１課。
酒造技能士２級、利酒師）

※内容は変更になる場合があります。

・ビアードパパシュークリームクーポン ・クオカード斡旋 ・ポポロジェラートクーポン
・マリンピア日本海年間パスポート ・全福市場お取り寄せ企画 ・夏のリースキット販売
・食品サンプル教室 7/3、4、10、11 ・ボクササイズ体験

service center news

1

初掲載大特価！

スターバックス カード

スターバックス店舗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4,000円
（5,000円分チャージ済み） ※額面5,000円のうち、ニピイが1,000円を補助
● 1,000枚募集

● ５月25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。
７月下旬に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。
● 全国のスターバックス店舗
（特殊店舗除く）
でご利用いただけます。
お食事やテイクアウトの会計時に１円単位で使用できます。有効期限はありません。つり銭・換金等の対応はできません。

＊コピーしてお使いください。申込先 FAX 025-201-6117

スターバックス カード申込書

日中連絡のとれる電話番号

事業所名

TEL

（

）

＊つながらない場合は事業所へおかけします

お届け先
№
１

事業所の住所を必ずご記入ください

事業所のみ 〒

会員氏名

会員番号

申込枚数（１会員１枚限り）

（申込代表者）

１枚（5,000円分チャージ）

２

１枚（5,000円分チャージ）

３

１枚（5,000円分チャージ）

４

１枚（5,000円分チャージ）

５

１枚（5,000円分チャージ）

＊お届け先は事業所のみとさせていただきます。＊事務手数料軽減のため、事業所単位でのお申込みにご協力ください。＊振込用紙は申込代表者のお名前で発行します。

ハーブを楽しもう♪ハーブランドクーポン
ハーブランドシーズンはラムサール条約登録湿地“佐潟”のほとりのハーブ農園です。
自然の恵みを受けて育ったハーブをほんの少し生活に取り入れてみませんか？
● ５月６日
（木）
～７月31日
（土）
の期間でご利用ください

＊毎週（水）定休日

● ご利用は会員と登録家族に限ります
（１人１回限り）
● 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

ハーブランドシーズン
野鳥観察舎

● クーポン券に必要事項をご記入のうえ、切り取って施設へご提出ください。
● ハーブはその時々の旬な苗を用意しますので、契約苗の範囲よりお選びいた
だきます。天候不良時は休店の場合もあります。店舗までお問合せください。
ハーブランドシーズン

佐潟
芝生広場
佐潟橋
佐潟公園Ⓟ
２
←至 巻
至 内野→

御手洗潟

● １名600円
（通常1,000円） 各種ハーブティ体験、ハーブ苗２ポット 付き

草花や野鳥を楽しみながら、佐潟を
ウオーキングしてみませんか？
●公園駐車場からハーブ園 約15分
●下潟一周４km､ 約60分
●上潟と下潟一周5.5km、約90分

■ 西区赤塚5073
（佐潟ほとり）  ■ TEL.025-239-3288
■ 開園10：00～17：00
（入店は16：00まで）
  ■ ㊌定休  ■ 佐潟公園Ⓟ有り、Ⓟより徒歩15分
※車いす･小さいお子様等の場合は店裏の専用Ⓟ
（台数限定）
へご案内します。園内は段差有り。

ハーブを楽しもう♪

ハーブランドクーポン

ハーブを楽しもう♪

参加費 600円（ハーブティ体験、ハーブ苗２つ付き）
利用期間 R3.5.6㊍～7.31㊏

事業所名
会員番号
利用者
氏名

ハーブランドシーズン

●ご利用は会員･登録
家族に限ります
●本券１枚１名有効
●ハーブティ体験およ
びハーブ苗２つ付き
●お支払いは現金のみ
※欄内に記入のない券は
利用できません

西区赤塚5073(佐潟ほとり) TEL.025-239-3288
営業 10時〜17時（16時までに入店） ㊌定休
佐潟公園Ⓟより徒歩約15分

㊟天候不良時は休店もあります。来店前にお問合せを。ハーブ苗は契約
苗の範囲よりお選びいただきます。
【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

ハーブランドクーポン

参加費 600円（ハーブティ体験、ハーブ苗２つ付き）
利用期間 R3.5.6㊍～7.31㊏

事業所名
会員番号
利用者
氏名

ハーブランドシーズン

●ご利用は会員･登録
家族に限ります
●本券１枚１名有効
●ハーブティ体験およ
びハーブ苗２つ付き
●お支払いは現金のみ
※欄内に記入のない券は
利用できません

西区赤塚5073(佐潟ほとり) TEL.025-239-3288
営業 10時〜17時
（16時までに入店） ㊌定休
佐潟公園Ⓟより徒歩約15分

㊟天候不良時は休店もあります。来店前にお問合せを。ハーブ苗は契約
苗の範囲よりお選びいただきます。
【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

インドアゴルフ＆ＳＰＡ利用券
ゴルフのシミュレーションマシンを利用して、ゴルフコースを回ろう！屋内だから天気に左右
されません。クラブ、シューズも無料でレンタルできますので、ゴルフ初心者も気軽にご利用
いただけます。ゴルフを楽しんだ後は、スパ＆ラウンジ長潟でゆっくりご入浴&リラックス。
● 利用期間

令和３年５月10日
（月）
～７月31日
（土）
まで

● 利用場所
・インドアゴルフ：エンジョイライフクラブ女池インター校
TEL.025-250-5240
新潟市中央区女池8-16-17 ケーズデンキ女池インター本店２階 Ⓟ無料
・ＳＰＡ：スパ&ラウンジ長潟 新潟市中央区長潟1203-1
TEL.025-288-6226
Ⓟ４時間まで無料
● 会員と登録家族

＊ご利用は期間中16歳以上１人１回のみ

● 100名募集
● ニピイ特別料金 2,000円
（一般料金3,849円）
【シミュレーションマシンでのラウンド
（1ｈ）
＋スパ＆ラウンジ長潟の利用コース】
● ⒈ インドアゴルフを電話予約
（025-250-5240）
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までにお願いします。＜完全予約制＞
⒉ 予約の取れた方は、利用ガイド巻末
「イベント申込書」に必要事項を記入し、利用券を
FAX・Web等でお申込みください。受付後、１週間以内に利用券を普通郵便で送付します。
＊利用券は１人１枚必要です。利用日までに必ずお申込みください。
⒊ ご利用当日、利用券を提出し、料金をお支払いください。

五頭の山茂登・越後茶屋 お食事クーポン
● クーポン利用期間

テイクアウ
トOK

５月10日
（月）
～７月31日
（土）まで

● ご利用は会員と登録家族
● 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。

● クーポン券１枚につき、1,000円(税込)以上ご注文で400円引きとなります。
● 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。
他の割引との併用は不可です。(注文時に提出)
＊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。
＊テイクアウト利用の場合は、事前に店舗へ電話予約してください。
「ニピイ
クーポンを利用します」
と必ずお伝えください。
● 五頭の山茂登  新潟店
五頭の山茂登  三条店
越後茶屋  松崎店

新潟市中央区鳥屋野447-1
三条市横町２丁目3-2-5
新潟市東区新松崎２丁目２番３号

五頭の山茂登・越後茶屋

お食事クーポン

TEL.025-280-1600
TEL.0256-33-6555
TEL.025-279-4039

五頭の山茂登・越後茶屋

利用期間
R3.5.10
（月）
～R3.7.31
（土）

お食事クーポン

1,000円(税込)以上ご注文で400円割引
＊左記に記入のな
い場合は使用で
きません

会員番号
利用者
氏名

※注文時に提出

事業所名

＊左記に記入のな
い場合は使用で
きません

会員番号
利用者
氏名

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。 ●各種割引との併用はできません。
●本券１枚につき１名限り有効。 ●本券は下記の３店舗のみ有効です。
五頭の山茂登 新潟店
五頭の山茂登 三条店
越後茶屋 松崎店

利用期間
R3.5.10
（月）
～R3.7.31
（土）

1,000円(税込)以上ご注文で400円割引
※注文時に提出

事業所名

五目釜めし【五頭の山茂登】

新潟市中央区鳥屋野447-1
三条市横町2丁目3-2-5
新潟市東区新松崎2丁目2番3号

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

TEL025-280-1600
TEL0256-33-6555
TEL025-279-4039

譲渡・コピー不可

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。 ●各種割引との併用はできません。
●本券１枚につき１名限り有効。 ●本券は下記の３店舗のみ有効です。
五頭の山茂登 新潟店
五頭の山茂登 三条店
越後茶屋 松崎店

新潟市中央区鳥屋野447-1
三条市横町2丁目3-2-5
新潟市東区新松崎2丁目2番3号

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

TEL025-280-1600
TEL0256-33-6555
TEL025-279-4039

譲渡・コピー不可

グルーデコアクセサリーづくり

Zoomでの
オンライン講座

グルーデコ(R)とは、接着にエポキシ系樹脂粘土（グルー）を使用したデコのことです。ビジューなどのパーツをグルーに埋め込み
短時間でクオリティの高い作品を作ることが出来ます！携帯電話やパソコンからZoomを使ってのオンライン講座となります。
【クリスタルフルールネックレス作り】
● ①６月13日
（日） 10：00～12：00
②６月13日
（日） 13：30～15：30
③６月16日
（水） 13：30～15：30
● オンライン講座
● １名

Ⅰクリスタル（白）
Ⅱゴールデンシャドウ（金）
Ⅲブラックダイヤ（黒）

Zoomを使っての講座となります。事前にZoomアプリをインス
トールしてください。
（ご希望の方には事前に接続テスト可能です）

1,800円 （受講料・材料費・送料込み

● 会員と登録家族
● 各回５名募集

通常3,700円）

＊参加は高校生以上
＊応募多数の場合は抽選

● ５月24日
（月）
締切

＊案内は５月26日発送予定(選外通知なし)

イメージ
● ⑴ 利用ガイド巻末
「イベント申込書」
に必要事項を記入し、FAX・Web等でお申し込みください。
「希望日時
（①～③）
「希望の色
」
（Ⅰ～Ⅲ）
「参加当日の連絡先電話番号」を必ずご記入ください。
」
＊作成キット発送のため、必要な範囲の申込者情報を発送元へお知らせします。また、当選後のキャンセルはできません。
これらをご了承いただける方のみご応募ください。
⑵ 締切後、当選者へ参加案内・参加費振込用紙を送付します。
⑶ 講座までに作成キットが届きます。
⑷ 当日Zoomにて、作り方を学びます。

● 講師

Sophia

五十嵐優子先生

フリーマーケットでeco生活（５・6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！
● ①５月23日
（日）
（寄せ植え同時開催） ②６月６日
（日）
（寄せ植えなし）
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

●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

● 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。

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

大地のハンター展 〜陸の上にも４億年〜

動物たちの「捕食」に注目の、生態系における役割と重要性を解き明かす科学展
覧会。大型のワニやネコ科哺乳類、フクロウ、タカなどの猛禽類、トンボやハ
チなど、主に国立科学博物館が誇る貴重な標本により、太古の昔から現代まで
の多彩なハンターたちの起源と進化をたどります。
● 2021年７月３日
（土）
～９月５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

● ６月25日
（金）
締切

※先着順で受付（発送は６月１日より）

御大典記念 特別展
よみがえる正倉院宝物 ―再現模造にみる天平の技―

明治時代に始まり、昭和47年（1972）からは、正倉院宝物の材料や技法、構造の忠実
な再現に重点をおいて、重要無形文化財保持者（人間国宝）らの熟練の技と、最新の研
究成果との融合によって生み出された精巧な再現模造の数々を一堂に公開します。
● 2021年７月３日（土）～８月29日（日）
● 新潟県立近代美術館 企画展示室
● 一般1,000円（前売1,300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

● ６月25日（金）締切

※先着順で受付
（発送は６月１日より）
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模造 螺鈿紫檀五絃琵琶
正倉院事務所蔵
［前期展示：〜8/1］

ラーメンクーポン

ラーメンクーポン

め ん 類１杯
300円割引

人気ラーメン店のおいしい一杯をお楽しみください。

※精算時に提出
※めん類以外（サイド
メニューは除く）に
も使えます。

● ５月６日
（木）
～７月31日
（土）
● ご利用は会員と登録家族

＊下記に記入のない場合は使用できません

事業所名
会員番号
利用者
氏名

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。●テイクアウトには利用できません。
●本券は下記店舗のみ有効です。●本券は 1 枚で 1 名様のみ有効、他の割引との併用は不可です。

● 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。

ラーメンだるまや（亀田店／女池店／竹尾インター店／亀貝店／新津店／新潟駅前店／上越高田店／古正寺店）
ラーメン万人家（紫竹山店／中山店／大学前店／川崎店／女池上山店）
ラーメン亭吉相（物見山店／県庁前店／イオン南店／長岡七日町店）ちゃーしゅうや武蔵（アピタ亀田店／
アピタ西店／笹口店／女池インター店／大学前店／イオン東店／イオン青山店／万代店／
新発田 JoyTown 店／イオン新発田店／アピタ長岡店／長岡駅店／長岡七日町南店）
ラーメン亭一兆（コメリ店／黒埼店）麺や大舎厘（亀田早通店）ダルマ食堂（小新店）ラーメン亭孔明（長潟店）
ごはんが美味しい大福家（黒埼店／南笹口店）

● クーポンのご利用で、めん類が300円割引となります。
※めん類以外
（サイドメニューは除く）
にも使えます。
● 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。
（クーポン券は精算時に提出／他の割引との併用不可／テイクアウト不可）

【発行】ニピイ（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター

ラーメンだるまや

亀田店／女池店／竹尾インター店／亀貝店／新津店／
新潟駅前店／上越高田店／古正寺店
ラーメン万人家
紫竹山店／中山店／大学前店／川崎店／女池上山店
ラーメン亭吉相
物見山店／県庁前店／イオン南店／長岡七日町店
ラーメン亭一兆
コメリ店／黒埼店
ちゃーしゅうや武蔵 アピタ亀田店／アピタ西店／笹口店／女池インター店／
大学前店／イオン東店／イオン青山店／万代店／
新発田JoyTown店／イオン新発田店／アピタ長岡店／
長岡駅店／長岡七日町南店
麺や大舎厘（亀田早通店）ダルマ食堂（小新店）ラーメン亭孔明（長潟店）
ごはんが美味しい大福家
黒埼店／南笹口店

譲渡・コピー不可

ラーメンクーポン

ご利用は下記の契約店舗のみ

ホッと
一息

期間
R3.5/6(木)
〜R3.7/31(土)

め ん 類１杯
300円割引

※精算時に提出
※めん類以外（サイド
メニューは除く）に
も使えます。

期間
R3.5/6(木)
〜R3.7/31(土)

＊下記に記入のない場合は使用できません

事業所名
会員番号
利用者
氏名

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。●テイクアウトには利用できません。
●本券は下記店舗のみ有効です。●本券は 1 枚で 1 名様のみ有効、他の割引との併用は不可です。
ラーメンだるまや（亀田店／女池店／竹尾インター店／亀貝店／新津店／新潟駅前店／上越高田店／古正寺店）
ラーメン万人家（紫竹山店／中山店／大学前店／川崎店／女池上山店）
ラーメン亭吉相（物見山店／県庁前店／イオン南店／長岡七日町店）ちゃーしゅうや武蔵（アピタ亀田店／
アピタ西店／笹口店／女池インター店／大学前店／イオン東店／イオン青山店／万代店／
新発田 JoyTown 店／イオン新発田店／アピタ長岡店／長岡駅店／長岡七日町南店）
ラーメン亭一兆（コメリ店／黒埼店）麺や大舎厘（亀田早通店）ダルマ食堂（小新店）ラーメン亭孔明（長潟店）
ごはんが美味しい大福家（黒埼店／南笹口店）

【発行】ニピイ（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター

ナンプレ 数字パズル 中級編 【５月26日必着】

譲渡・コピー不可

ニピイFAX
025−201−6117

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名にジェフグルメカード500円分をプレゼントします。

ルール

、 ヨコ列（９列）のそれぞれの列の中に、
・ タテ列（９列）
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。

事業所名
会員番号

－

会員または家族

氏名

送付先に○

解答欄

〒
事業所／自宅
【ニピイへ一言】
合計

ひらめきパズル 正解発表
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。
（応募数595件）

答え

カタカナは十二支を
表している。
十二支の並びを数字
に直して足し算する
と式が成り立つ。
よって答えは①。
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広告

事務局からのお知らせ
■５月の慶弔給付金対象者
対象者

５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

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。

求

給付種類

対象者

■利用ガイドブック掲載内容の変更
・取扱い店の閉店 トラベル21イオン新潟青山店（P12）
・取扱い店の追加
ＫＩＪトラベル新潟伊勢丹トラベルコーナー（P12）
新潟市中央区八千代1-6-1 新潟伊勢丹６階 tel025-201-7566
・レストラン名の変更 （P31）
エル ドラド → DINING EDIT ECHIGO

■利用補助券冊子掲載内容の訂正
温浴施設共通利用券
・秋葉温泉花水 未就学児は無料
小学生 利用券料金 200円（一般料金400円）

■入会・退会の手続き

勤続祝金
（満10年）

平成23年５月入社

勤続祝金
（満15年）

平成18年５月入社

勤続祝金
（満20年）

平成13年５月入社

勤続祝金
（満25年）

平成８年５月入社

勤続祝金
（満30年）

平成３年５月入社

勤続祝金
（満35年）

昭和61年５月入社

成人祝金

平成13年５月生まれ

還暦祝金

昭和36年５月生まれ

水晶婚祝金

平成18年５月結婚

銀婚祝金

平成８年５月結婚

ニピイの入退会は月単位で管理しております。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おりますので、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いたします。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。

■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。

■新規入会事業所紹介（４月入会：３事業所）

＊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。

・
（株）
新潟総合経営
・
（株）
ＩＴスクエア
・ハーブランドシーズン
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中央区堀之内南
中央区万代
西区赤塚

