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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。

s e r v i c e

c e n t e r
n e w s

加入状況
72021年

月号
会 員 数 18,008名
事業所数 1,233事業所
令和３年６月１日現在

●販売日時　�７月25日（日）　８：00～10：00迄
販売時間は、下記の受取り希望時間を
記入の上、申込をしてください。

●販売場所　�太田農園��現地販売所　　新潟市西区赤塚神山地内
●販売価格　�1,200円（税込）�

１セット（メロン�３Lサイズ×２玉）（市場価格１玉1,200～1,400円）
●支払方法　現地販売受付けにて、ニピイ補助券と現金1,200円で商品をお受取りください。
●購入は会員本人のみ、１会員１セット限り。
●７月12日（月）締切日となります。
●当選案内は７月15日（木）から随時発送いたします。（選外通知はありません。）
●申込方法は、利用ガイドブック巻末「イベント申込用紙」に必要事項を記入し、
FAXやWebからお申し込みください。

<メロン受取時間> Ａ組　� 8：00～9：00　/　Ｂ組　9：00～10：00
㊟申込みは１枚の申込書につき、１会員とさせていただきます。複数会員での申込みはお受けできません。

●有効期限　令和３年９月１日（水）～令和４年２月28日（月）まで
＊有効期限切れにご注意ください

●対象映画館：全国のイオンシネマ
●会員と登録家族　１人１枚限り　＊該当する方（大学生・大人）以外はお申込みできません。
●料金　ACチケット１枚：1,000円�＜通常料金�大学生1,500円　一般1,800円＞
●1,200名募集　＊申込み多数の場合は抽選（選外通知なし）
●７月19日（月）締切　８月下旬発送予定
●利用ガイド巻末「チケット申込書」に必要事項を記入し、FAXやWebからお申込みください。
到着後、同封の振込用紙で１週間以内に代金をお振込みください。

●注意事項
・１枚で１名様１作品にご利用いただけます。
・オンライン予約（ｅ席リザーブ）、自動券売機（一部の劇場）、劇場チケット売り場での座席指定でご利用いただけます。
・�特別興行、特別席（D-BOX、４DX、ゴールドクラス）等、一部�
ご利用いただけない場合や追加料金が必要な場合があります。
・払い戻しや現金との引き換えはできません。
・映画館共通利用券と併用はできません。
・締切後、キャンセルや変更はできません。

高糖度 メロン産直販売 数量限定100セット
特別栽培認証を受け栽培された、赤塚「太田農園」の「高糖度・情熱メロン」を数量限定で販売いたします。太田農園の
メロンはとても糖度が高く、一般的なメロンの糖度は15度以上あれば十分といわれていますが、太田農園の高糖度メ
ロンはそれ以上の糖度があり、通常サイズよりも大きいことで評判です。

イオンシネマチケット
観たい映画をお好きな時に鑑賞できる映画鑑賞券を販売します。ご自分の都合に合わせてご利用ください。

（イメージ写真）

（イメージ写真）

※絵柄が異なる場合がございます。

←ACチケットのご利用方法はコチラ
　https://www.aeoncinema.com/act/
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●ご利用は、会員と登録家族に限る（対象は中学生以上）
●１会員１セット限り（１セット利用券２枚綴り）
●⑴各施設へ電話で予約します。�要事前予約�
　※予約の際は「二ピイ会員で利用券を使用すること」をお申し出ください。�
⑵予約のとれた方は、利用ガイド巻末「イベント申込書」（様式１）に必要事項を記入し、FAX等でお申込みください。�
⑶当日、受付時に利用券を提示し、精算時にご提出ください。利用券が無い場合、当日料金となります。

※複数の会員でお申込みの場合は事業所への送付といたします。
※利用券は、申込受付後、一週間以内に発送します。到着までしばらくお待ちください。

夏の飲食プラン利用券

開催期間 ～9/30（木）
毎週木曜日定休日、
除外日8/12～8/15

営業時間 17：30～21：00（ラストオーダー）
利用料金 大人�5,100円（通常�6,500円）
会　　場 中国料理「桃李」
※２名様からのご利用になります

【桃李】本格中華料理の定番メニュー約40品をオーダーブッフェでご用意いた
します。

ホテル日航新潟　ビアホールプラン2021
中央区万代島5-1　☎025-240-1941

120分
飲み放題
食べ放題

開催期間 7/2（金）～9/4（土）
※毎週月曜日定休日（祝日を除く）

営業時間 18：00～21：00（最終入店20：00）
利用料金 大　人�5,100円（通常�6,500円）

中高生�2,300円（通常�3,000円）
会　　場 14階屋上　※受付は１階エレベーターホール

料理テーマは「ヨーロピアンブリーズ」
ホテルシェフが腕を振るうライブ感あふれる実演と、コンチネンタル料理でヨー
ロッパの旅に出る。ロケーション抜群　開放的な地上50ｍの会場でカンパーイ!!
※状況によりサービス内容が変更になる場合がございます。

ホテルオークラ新潟 
地上50ｍのビアガーデン（好天のみ開催）
中央区川端町6-53　☎025-224-6360（9時～18時）

120分
飲み放題
食べ放題

開催期間 ～9/11（土）
営業時間 月～金　18：00～21：00�

土日祝　17：30～21：00
※�入場の混雑を避ける為、�
18：00～、18：30～、19：00～の�
ご案内となります。

利用料金 中学生以上　�4,000円（当日�5,500円）
サービスデー�3,800円（当日�4,500円）
※�オープニングフェア�6/25～6/30、ホリデーサービス（日曜、祝日）
レディースデー（毎週水曜日）、お盆サービスデー�8/13～8/15、
ファイナルサービス�9/1～9/11

会　　場 10階屋上（雨天時は室内特設会場）

あづま鉄板ステーキ、帆立バター焼き、焼き鳥、からあげ、屋台焼きそば
農家直送枝豆、本日のピザ、デザート他
生ビール（キリン一番搾り、一番搾りスタウト）、よなよなエール（クラフトビー
ル初登場！）他

新潟東映ホテル　ビアガーデン2021
中央区弁天2-1-6　☎025-244-7101

120分
飲み放題
食べ放題

120分
飲み放題
食べ放題

開催期間 ～9/30（木）
営業時間 【平　日】17：30～21：00�

【土日祝】17：00～21：00
（最終入場20：30、21：00閉店）

利用料金 大人�5,100円（当日�6,500円）
毎週月曜レディースデー・日曜ファミリーデー
（詳細は施設までお問い合わせください。）

会　　場 １階マルコポーロ

・牛リブロースほか鉄板ステーキ全３種食べ放題
・�スパイス研究家一条もんこさん監修のスペアリブ用�
特製ソースも月替わりで登場

・胎内高原生ビールも飲み放題

ホテルイタリア軒　夏のビアホール2021
中央区西堀通7番町1574　☎025-224-5120

●①７月29日（木）13：30～15：00
②７月31日（土）10：00～11：30

●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
※メディアシップ第１または第２駐車場にお停めの場合は30分無料券を進呈

●１名　2,000円（通常4,000円）
●会員と登録家族　＊参加は高校生以上
●各10名募集（最少催行６名）　＊応募多数の場合は抽選
●７月15日（木）締切　＊案内は７月16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　moubouquet��板垣千沙さん

夏の花でつくるスワッグ
フレッシュフラワーでスワッグを作りませんか。生花からドライフラワーになる経過や 
ドライフラワーになってからもきれいに長く楽しめるスワッグを制作します。

イメージ

「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。

※�感染症予防対策として、お食事中以外は�
マスクの着用をお願いいたします。
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●開催は、７月22日（木・祝）～８月29日（日）の毎日
●施設利用：9：00～17：00／昼食：11：30～15：00
＊天候等により変更になる場合があります

●ニュー･グリーンピア津南　�中魚沼郡津南町秋成12300　TEL�025-765-4611
●ご利用は、会員と登録家族１人１回　＊利用券の対象は３歳以上　�●�300名募集
●大人（中学生以上）2,500円（一般3,500円）／小人（３歳～小学生）1,900円（一般2,900円）
＊�バーベキューランチ付きワンデイチケット（アトラクションの利用条件は施設ＨＰでご確認ください）
　�アトラクション：卓球　屋内外プール　ボウリング　サイクリング　パターゴルフ　グラウンドゴルフ　�
ローラーリュージュ　ゴーカート　ランドカー　屋外テニスコート　釣り堀　温泉大浴場（タオル別料金）

●（１）�利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入のうえ、利用券をお申込みください。
　　＊Web申込可。利用券は１人１枚必要です。受付後、１週間以内に普通郵便で発送します。
（２）�ご利用当日、ホテルフロントで利用券を提出し、料金をお支払いください。
●予約なしでもご利用になれますが、混み合う場合もありますので、昼食会場のご予約をおすすめします。

ニュー･グリーンピア津南 BBQ付きワンデイプラン
自然･食べる･遊ぶのワクワクがまるごと体験できるプラン。
ジューシーなお肉と津南高原野菜のバーベキューランチ付きです。

写真はイメージです

〈新アトラクション〉

サントピアワールド フリーキップ利用補助券
入園料と乗り放題フリーキップがセットになったお得なプランです！

●ご利用は会員と登録家族に限る　＊対象は３歳以上
●年度内10枚まで（登録家族数に関係なく）　＊紛失･追加等による再発行不可
●2021年11月28日（日）閉園まで使える通年利用券　＊発売日（利用日）は施設HPでご確認ください
●（１）�利用ガイド巻末「利用補助券申込書」に必要事項を記入のうえ、FAX等でお申込み�

ください。（Web申込可）利用予定日の１か月前より受付。利用券は１人１枚必要。
（２）受付後、１週間以内に利用補助券を普通郵便で発送します。
（３）利用当日、フリーキップをご購入の際に補助券を提出し代金をお支払いください。

ゴールデンフリーキップ 一部を除いて乗り放題�
【発売日】土日祝、春休み、GW、夏休み

おとな（中学生以上）� 3,000円（一般4,400円）
こども（３歳～小学生）� 2,500円（一般3,900円）

ウィーク10フリーキップ 指定の10機種が乗り放題�
【発売日】ゴールデンフリーキップ発売日以外の平日

おとな（中学生以上）� 2,500円（一般3,300円）
こども（３歳～小学生）� 2,000円（一般2,800円）

ナイターフリーキップ 一部を除いて乗り放題�
【発売日】指定日の17:00～21:00

おとな（中学生以上）� 2,100円（一般2,900円）
こども（３歳～小学生）� 1,700円（一般2,400円）

新潟駅・新津駅からの無料シャトルバス運行しています（要予約）

阿賀野市久保１-１　TEL.0250-68-3450

●①７月31日（土）　②８月８日（日・祝）　各日20名募集（最少実施10名）
各日10：00～12：00

●きのと交流館�多目的ホール（胎内市乙2705、Ⓟあり）
●ご参加は、会員の子に限る（対象目安：年少～小学生）
＊幼児も参加可能ですが、小さな素材や接着剤を使用するため保護者がご判断ください。

●１名400円（作った作品はお持ち帰り、材料費・参加費等含む）
●７月14日（水）締切　＊ご案内は７月16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�

みください。
（２）締切後、当選者へ参加案内・参加費振込用紙を送付いたします。

胎内 キッズどんぐりクラフト
胎内の豊かな森林で育ったどんぐりを使ってクラフトを楽しみましょう。
ケースの中のどんぐり達を自由に遊ばせよう！

希望日を必ずご記入ください（第２希望の記入可）

「希望日」「参加当日の連絡先携帯番号」をご記入ください。

透明ケースサイズ
横17㎝×奥8.5㎝×高10㎝

周辺散策  自然豊かな胎内には観光や遊ぶ場所もたくさん！
・�樽ヶ橋遊園�アルパカの餌やり体験、大型遊具あり
・�乙宝寺�三重塔が美しい、名物きのと饅頭が美味
・�胎内昆虫の家�昆虫の生態を楽しく学ぼう
・�温泉�クアハウスたいない／ロイヤル胎内パークホテル
・�胎内フィッシングパーク�イワナ・ヤマメ・ニジマス釣り

BBQ会場は屋外で
ご家族・グループごとの
テーブルとなります

イメージ
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ビジョンよしだプールクーポン
流れるプール、25ｍプール、幼児プールなど多様なプールを満喫！ 
屋内なので日焼けや天候を気にせず楽しめます♪
※現在ウォータースライダーは営業しておりません。

【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

事業所名

会員番号

利用者氏名

利用者区分（該当を○で囲む）
3歳～幼児

400円→1
特 別 料 金
00円

小・中・65歳以上

500円→2
特別料金 
00円

高校～65歳未満

700円→4
特別料金 
00円

＊記入のない場合は使用不可

燕市吉田本所 153-1
TEL 0256-93-6600
　●利用は会員及び登録家族のみ
　●本券 1 枚に付き 1 名のみ適用
　●利用時に受付へ提出すること利用期限：R3.9.30㊍まで

【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

事業所名

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。
●本券の現金への換金、各種割引との併用はできません。
●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）

※店内飲食 ･ テイクアウトのみ（宅配除く）
※会計時に提出　※１枚１品限り　※現金精算

＊下記に記入のない場合は使用できません

■期間
　R３.７.１ （木）
～R３.８.31（火）

カレーメニュー(各種)１品200円割引

【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

事業所名

会員番号

利用者氏名

利用者区分（該当を○で囲む）
3歳～幼児

400円→1
特 別 料 金
00円

小・中・65歳以上

500円→2
特別料金 
00円

高校～65歳未満

700円→4
特別料金 
00円

＊記入のない場合は使用不可

燕市吉田本所 153-1
TEL 0256-93-6600
　●利用は会員及び登録家族のみ
　●本券 1 枚に付き 1 名のみ適用
　●利用時に受付へ提出すること利用期限：R3.9.30㊍まで

【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

事業所名

会員番号

利用者氏名

利用者区分（該当を○で囲む）
3歳～幼児

400円→1
特 別 料 金
00円

小・中・65歳以上

500円→2
特別料金 
00円

高校～65歳未満

700円→4
特別料金 
00円

＊記入のない場合は使用不可

燕市吉田本所 153-1
TEL 0256-93-6600
　●利用は会員及び登録家族のみ
　●本券 1 枚に付き 1 名のみ適用
　●利用時に受付へ提出すること利用期限：R3.9.30㊍まで

●９月30日（木）まで
休館日：火曜��＊曜日により開館時間が異なります。

●会員と登録家族　　●１会員３枚限り��＊再発行はいたしません
●下のクーポン券記載の特別料金でご利用できます。
＊３歳未満無料のためクーポン券は不要です。

●クーポン券に必要事項を記入し、入館時に受付へ提出。
※営業について制限や変更などがある場合がありますので、ＨＰやＴＥＬでご確認の上、ご利用ください

トレーニングセンター ビジョンよしだ
燕市吉田本所153-1、Pあり
TEL 0256-93-6600
プールは水泳帽着用。高校生以上マシンジム利用可。

CoCo壱番屋 カレークーポン
30種類以上のメニューと豊富なトッピングが味わえるカレー専門店「CoCo壱番屋」
辛さや量も自由自在、お好みのスペシャルカレーをお楽しみください。

●令和３年７月１日（木）～令和３年８月31日（火）有効
●会員と登録家族
●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１枚につきカレーメニュー１品200円割引�
＊店内飲食･テイクアウトのみ（宅配除く）�
＊現金精算　＊各種割引との併用はできません

●クーポン券を切り取って、会計時にご提出のうえ、ご利用ください。
●下記９店舗のみ利用可。営業時間･休業日は各店舗によります。
　海老ケ瀬インター店（東区大形本町5-18-27�℡025-279-3277）
　新潟亀田店（江南区早苗4-255-5�℡025-383-5777）
　新潟新通り店（西区新通1070-3�℡025-211-1131）
　JR新潟駅北口店（中央区東大通1-2-9神田ビル1F�℡025-248-2228）
　新発田インター店（新発田市新栄町2-4-6�℡0254-32-5277）
　三条燕インター店（三条市須頃3-2�℡0256-33-9103）
　イエローハットシティ長岡店（長岡市堺東町110�℡0258-20-5144）
　新潟柏崎店（柏崎市東柳田30�℡0257-20-6277）
　上越アルカディアシティ店（上越市藤野新田1277�℡025-521-7107）

【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

事業所名

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。
●本券の現金への換金、各種割引との併用はできません。
●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）

※店内飲食 ･ テイクアウトのみ（宅配除く）
※会計時に提出　※１枚１品限り　※現金精算

＊下記に記入のない場合は使用できません

■期間
　R３.７.１ （木）
～R３.８.31（火）

カレーメニュー(各種)１品200円割引

イメージ

みんな大好きココイチ！
グランドメニューのほか
限定メニューも存分に味わおう！



弥彦山ロープウェイクーポン
普段は見られない素敵な景色をお楽しみください☆
夏の夜だけ特別運航がありますので、夜景＆星空も楽しめます。

【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

事業所名

会員番号

利用者氏名

利用者区分（該当を○で囲む）
3歳～幼児

400円→1
特 別 料 金
00円

小・中・65歳以上

500円→2
特別料金 
00円

高校～65歳未満

700円→4
特別料金 
00円

＊記入のない場合は使用不可

燕市吉田本所 153-1
TEL 0256-93-6600
　●利用は会員及び登録家族のみ
　●本券 1 枚に付き 1 名のみ適用
　●利用時に受付へ提出すること利用期限：R3.9.30㊍まで

海の家利用券
●利用券のご利用は、８月31日（火）まで
●ご利用は、会員と登録家族に限る
●１会員１セット限り（１セットは利用券４枚綴り）　�●�500セット募集
●利用券１枚につき１名、脱衣・休憩の席料が無料となります。
＊使用料（シャワー等）が別途必要な施設もあります。�＊ご利用にあたり、持込みのみのご飲食はご遠慮ください。

●利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入しお申込みください。（Web申込可）
＊受付後、１週間以内に普通郵便で発送します。複数の会員でお申込みの場合は事業所送付となります。
ご利用当日、施設へ利用券を提出しご利用ください。

関屋浜 幸楽／こがねや／川辰
島見浜 つかの
角田浜 角田浜観光協会
越前浜 越前浜浜茶屋組合

山の下海浜公園プール
●臨時開館日　�７月３日（土）・４（日）・９月４日（土）・５（日）　�

10：00～13：00�/�14：00～17：00（16：30入場終了）
●通常開館日　�７月10日（土）～８月31日（火）　�

10：00～13：00�/�14：00～17：00（16：30入場終了）
●ご利用は会員と登録家族に限る　　●�１会員４冊まで購入できます（登録家族数に関係なく）
● 区　　分 会員料金（一般料金） 内　容 ※�小学４年生以下は

水着を着た大人の
付き添いが必要

大　　人 1,500円（2,000円） ＠200×11枚綴り
小人（中学生以下） 　700円（1,000円） ＠100×11枚綴り

●（1）�利用ガイド巻末「チケット申込書」に必要事項を記入し�
お申込みください。

（2）�回数券と振込用紙が届きましたら１週間以内に料金を�
お振込みください。

新潟市東区船江町1-52-1
TEL 025-270-5930

※悪天候の場合は臨時に利用を中止することがあります。
※本券は実券のため申込後のキャンセルはできません。
※回数券には有効期限はありません。

●７月１日（木）～８月31日（火）
＊�ロープウェイ夜景＆星空クルーズ　8/7～8/15、8/21、22開催�
荒天の場合中止することがあります。HPやTELにてご確認ください。

●運転時間　【上り】�始発９：00　終発16：40　�【下り】�終発17：00�（15分間隔で運行）
　　　　　＊ナイトクルージング時　【上り】�終発20：30　�【下り】�終発21：00　となります。
　　　　　※18時以降は大門町駐車場（神社車お祓い所前）⇔ロープウェイ山麓駅間を無料送迎いたします。

●ロープウェイ往復ニピイ特別料金
　大人（中学生以上）�1,000円（一般料金1,500円）／小人（３歳以上～小学生）�300円（一般料金750円）
　＊クーポン利用以外の方は、ニピイ会員証提示で10％割引適用

●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
●クーポン券に必要事項を記入のうえ、切り取ってロープウェイ乗車売り場へ提出。
●当日の運行状況等、詳細は施設へ直接お問い合わせください。
●弥彦山ロープウェイ　☎0256-94-4141

弥彦山ロープウェイクーポン
普段は見られない素敵な景色をお楽しみください☆
夏の夜だけ特別運航がありますので、夜景＆星空も楽しめます。

海の家利用券
● 利用券のご利用は、８月31日（火）まで
● ご利用は、会員と登録家族に限る
● １会員１セット限り（１セットは利用券４枚綴り）　 ● 500セット募集
● 利用券１枚につき１名、脱衣・休憩の席料が無料となります。

＊使用料（シャワー等）が別途必要な施設もあります。 ＊ご利用にあたり、持込みのみのご飲食はご遠慮ください。
● 利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入しお申込みください。（Web申込可）

＊受付後、１週間以内に普通郵便で発送します。複数の会員でお申込みの場合は事業所送付となります。
ご利用当日、施設へ利用券を提出しご利用ください。

関屋浜 幸楽／こがねや／川辰
島見浜 つかの
角田浜 角田浜観光協会
越前浜 越前浜浜茶屋組合

山の下海浜公園プール
● 臨時開館日　 ７月３日（土）・４（日）・９月４日（土）・５（日）　 

10：00～13：00 / 14：00～17：00（16：30入場終了）
● 通常開館日　 ７月10日（土）～８月31日（火）　 

10：00～13：00 / 14：00～17：00（16：30入場終了）
● ご利用は会員と登録家族に限る　　● １会員４冊まで購入できます（登録家族数に関係なく）
● 区　　分 会員料金（一般料金） 内　容 ※ 小学４年生以下は

水着を着た大人の
付き添いが必要

大　　人 1,500円（2,000円） ＠200×11枚綴り
小人（中学生以下） 　700円（1,000円） ＠100×11枚綴り

●（1） 利用ガイド巻末「チケット申込書」に必要事項を記入し 
お申込みください。

（2） 回数券と振込用紙が届きましたら１週間以内に料金を 
お振込みください。

新潟市東区船江町1-52-1
TEL 025-270-5930

※悪天候の場合は臨時に利用を中止することがあります。
※本券は実券のため申込後のキャンセルはできません。
※回数券には有効期限はありません。

● ７月１日（木）～８月31日（火）
＊ ロープウェイ夜景＆星空クルーズ　8/7～8/15、8/21、22開催 

荒天の場合中止することがあります。HPやTELにてご確認ください。
● 運転時間　【上り】 始発９：00　終発16：40　 【下り】 終発17：00 （15分間隔で運行）

　　　　　＊ナイトクルージング時　【上り】 終発20：30　 【下り】 終発21：00　となります。
　　　　　※18時以降は大門町駐車場（神社車お祓い所前）⇔ロープウェイ山麓駅間を無料送迎いたします。

● ロープウェイ往復ニピイ特別料金
　大人（中学生以上） 1,000円（一般料金1,500円）／小人（３歳以上～小学生） 300円（一般料金750円）
　＊クーポン利用以外の方は、ニピイ会員証提示で10％割引適用

● 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
● クーポン券に必要事項を記入のうえ、切り取ってロープウェイ乗車売り場へ提出。
● 当日の運行状況等、詳細は施設へ直接お問い合わせください。
● 弥彦山ロープウェイ　☎0256-94-4141

＊ 記入のない場合は
使用不可事業所名

会員番号

利用者
氏名

●会員本人・登録家族のみ
●１枚につき１名
● ロープウェイ乗車券売場に提出

7月1日（木）～8月31日（火）

【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

ロープウェイ往復
中学生以上

1,500円→1,000円
3歳～小学生
750円→300円

クーポン

＊ 記入のない場合は
使用不可事業所名

会員番号

利用者
氏名

●会員本人・登録家族のみ
●１枚につき１名
● ロープウェイ乗車券売場に提出

7月1日（木）～8月31日（火）

【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

ロープウェイ往復
中学生以上

1,500円→1,000円
3歳～小学生
750円→300円

クーポン
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■７月の慶弔給付金対象者
対象者 ７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７月入社
勤続祝金（満15年） 平成18年７月入社
勤続祝金（満20年） 平成13年７月入社
勤続祝金（満25年） 平成８年７月入社
勤続祝金（満30年） 平成３年７月入社
勤続祝金（満35年） 昭和61年７月入社
成人祝金 平成13年７月生まれ
還暦祝金 昭和36年７月生まれ
水晶婚祝金 平成18年７月結婚
銀婚祝金 平成８年７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。

事務局からのお知らせ
■利用ガイドブック掲載内容の変更
指定旅行社の閉店　コープ・トラベルセンター新潟営業所（P12）

■契約施設情報
じょんのび館�臨時休館�７月19日（月）～12月20日（月）

■入会・退会の手続き
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。

■新規入会事業所紹介 （６月入会：２事業所）
・協和シール工業（株）� 北区すみれ野　
・渡邊敏明税理士事務所� 中央区本町通８

間違い探し〜間違いはいくつ？〜 【７月16日必着】

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名にミスド商品券
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

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】

次
号
予
告

・レストラン彩巴ランチクーポン　・小嶋屋そばクーポン
・キラキラガーデンクーポン　・ミスタードーナツ商品券
・サーティーワンギフト券　・テイクアウトオードブル利用券

※内容は変更になる場合があります。

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。特別価格での取り扱いで
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。

矢印左側の文字を五十音
順のひとつ後の文字に直
して読むと、矢印右側の
言葉になる。①～③のう
ち「いなりずし」に最も関
係があるのは「油揚げ」な
ので、答えは③

答え

ひらめきパズル 正解発表
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905件）

■７月は第２期（７〜９月分）の会費引落月です
７月30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。


