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2022 年

月号

加入状況

会 員 数 18,260 名
事業所数 1,217 事業所
令和４年１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。

プランツギャザリング利用券
プランツ・ギャザリングは、根っこのついた花やグリーンをやさしく丁寧
に組み合わせて
「小さな花束」
を作り、器に植え込む技法です。
できあがった瞬間から豪華で華やかで美しく、フラワーアレンジのような
寄せ植えが作れます。
● 利用期間

令和４年２月１日
（火）
～４月30日
（土）まで
＊除外日 2/13～20

● flowers,greenery&youコノハナ TEL.025-367-9627
新潟県新潟市西区松海が丘４丁目６-14 ＊定休日 日曜・祝日
● 会員と登録家族
＊利用券のご利用は期間中１人１回のみ
（小学生以上）
● ニピイ特別コース

2,400円
（一般料金4,000円）

イメージ

● １.直接店舗【flowers,greenery&youコノハナ】へ
花器サイズ
電話で予約をします。
（横22㎝×奥行13㎝×高さ11㎝）
＊
「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。

※花材は時期により変わる場合があります。
＊予約は利用日の１週間前までにお願いします。＜完全予約制＞
２.予約の取れた方は、
「イベント申込書」
に必要事項を記入し、ニピイへ利用券を
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。
３.ご利用当日、利用券を提出し、料金をお支払いください（現金精算）

イチからはじめるパン教室
苺とホワイトチョコのぐるぐるパンを作ろう！
初心者も優しくサポート！焼きたてのパンを味わいましょう。
● ①３月６日
（日） 9：30
②３月６日
（日）13：30
③３月９日
（水） 9：30
④３月９日
（水）13：30

※各回定員10名
（最少実施３名）
所要時間約２時間半
希望日時（第２希望以下も指定可）
を必ずご記入ください

● イチからはじめるパン教室万代校
中央区万代1-6-1万代シティバスセンタービル４階
駐車場なし

万代テラス

イメージ

● 2,400円
（パウンド型のパン２個分お持ち帰り、一般料金4,950円） ＊現地支払
● 会員と登録家族

＊参加は中学生以上、１人１回限り

● ２月14日
（月）
締切

＊案内は当選者のみ２月21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よりお申込みください。
「希望日時
（第２希望以下の指定も可）
「当日参加の連絡先電話番号」をご記入ください。
」
＊必要に応じて電話番号をパン教室へ提供します。
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福祉施設 手作り品お買い物クーポン
障がいのある方が心を込めて作っている商品がお得に買えるクーポンです。
手作りならではの温かみあふれる品々を取り揃えております。ぜひご利用ください！
● ２月１日
（火）
～３月31日
（木）
の期間でご利用ください
● 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いたしません

● クーポン券に必要事項をご記入のうえ、切り取って精算時にご提出ください。
300円以上のお会計１回に付き、300円引きクーポンを1枚ご利用いただけます。
（複数枚の利用は不可）
CROSS HARBOR

契約店紹介
枠内の17店舗でご利用になれます。
営業日時･定休日は変更となる場合があり
ます。
手作り品以外の商品は対象外となります。

ＴＥＬ.025-369-0367
営

営

東区藤見町1-4-43

月～金11:00～なくなり次第終了

休

土日祝

手づくりパン各種／クッキー各種／ラスク各種

20種類以上のパンを製造し、クッキーやラスクの
種類も豊富です。20年皆様から愛されている商品
ばかりです。

中南米より直輸入のカカオニブを使用しておりま
す。カカオニブには、美肌維持だけでなく、免疫力、
集中力、判断力の増進に効果的です。

営

休

土日祝

シフォンケーキ／クッキー／そばがら枕

お菓子類から布製品・バッグなど、様々な商品を１
つ１つ丁寧に手作りしています。おすすめは人気
No.1のふわふわで大きいシフォンケーキです！

営

営

休

土日祝

紙すき製品（一筆箋・名刺・はがき等）／籐手芸
製品（受注発注品）

再生紙100％の紙すき製品は手触りよく、はがき～
A3まで幅広いサイズに対応しています。製作者そ
れぞれの味のある籐籠や小物入れもお勧め。

営

ハーモニーショップにて４種類の手作りせんべいを
販売中です。ぜひ一度ご来店下さい。

休

土日祝

シフォンケーキ（要予約）／もち麦

シフォンケーキはふわふわな食感で何回食べても飽
きない優しい味です。もち麦は南区産の「はねうま
もち」
を使用。

営

休

土日祝、第４金曜日

カレーやパスタ、ラーメン／レトルト「農福ス
パイスカレー」／米袋・くるみSDGｓ商品

前日から仕込む本格的なカレーなど全て手作りのメ
ニューがワンコイン。アトリエ部のクリアファイル
やSDGｓ商品など魅力的なものがいっぱいです。

新潟市内29施設の商品を取り扱う福祉のアンテナ
ショップ。イートインスペースがあり、無料Wi-Fi
完備です。

ＴＥＬ.025-281-5513中央区上所2-2-2新潟ユ二ゾンプラザ１F

平日11:30～16:30 土日祝11:30～16:30
休 ２月：５日
（土）･６日（日）･20日（日）･27（日）
休 ３月：19日
（土）～21日（月·祝）、29日（火）～31日（木）
新潟県内の施設で作られた製品のアンテナショップと
して、クッキー・ケーキ等のお菓子類や、その他食品・
雑貨・縫製製品等、500種類以上の逸品が揃っています。
営

ＴＥＬ.025-268-7000
営

月～金10:00～17:00

休

土日祝

おすすめの豆乳シフォンケーキは新潟県産の豆乳など
地元の食材を使用し、しっとりとした美味しさです。
添加物を極力使用せず毎日心を込めて作っています。

ＴＥＬ.025-269-2039
営

西区上新栄町1-2-12

月～金8:30～17:15

休

土日祝

ままごとお弁当セット／お医者さんセット／
おめでとうケーキセット

小さいお子さんがワクワクするフエルトでできた実
物大サイズが特徴のままごとセットです。他にも
様々な雑貨を用意しています。

300円以上のお会計1回につき300円引き

利用者
氏名

西区寺尾2-25

豆乳シフォンケーキ／おからぼうろ／クッキー／
季節のジャム

福祉施設 手作り品お買い物クーポン
会員
番号

土日祝

利用期間
R4.2.1㊋
〜3.31㊍

※ 欄内に記入のない券は使用できません

・ご利用は会員 ･ 登録家族に限ります
・300 円以上のお会計１回に１枚適用可
・本券１枚で 300 円お引きします
（一部除外品あり）

休

パン／ラスク／クッキー

土日祝

焼きたてのパンを毎日50種類ほど用意しておりま
す。オレンジのひさしとクマののぼりが目印です。
ご来店をお待ちしております。

ぐっどあーるえす
営

中央区上所上2-20-12

月～金10:00～15:00

休

土日

ブローチ、髪飾り、フラワーフレームetc… 心を込
めて創作したオンリーワンの逸品ばかりです。

おこめパンのお店 ちいさなほし
ＴＥＬ.025-288-7023
営

江南区亀田向陽1-6-18-3

木～土11:00～16:00

休

日～水

おこめパン（米粉食パン）／ふわもちおこめパン
カレー／お星さまクッキー

食物アレルギーに配慮した卵・乳製品・小麦・ナッ
ツ不使用のおこめパンと米粉スイーツのお店です。

スペースBe新大前／ちいさな雑貨店みつばち
ＴＥＬ.025-378-2770 西区五十嵐一の町6703-4
営

月～金10:00～17:00 休 土日祝 ※イベント時はOPEN

名刺をはじめとする印刷物全般、及び県内の
ハンドメイド作家さんの作品・ギャラリー展示
印刷はデザインなどのご相談にもお応えします。少部
数でも可能です。みつばちでは、個性あふれる作品を
多数取り揃えております。

慈仁工房

西区赤塚5588

月～金10:00～14:00

休

中央区白山浦1-312-3

月～金10:00～16:00

つまみ細工

ラグーンcafé
ＴＥＬ.025-239-2150

営

シフォンケーキ／パン／手作り小物

月～金9:00～16:00

土日祝

リトルベア 白山浦店
ＴＥＬ.025-201-8185

ＴＥＬ.025-383-6371

営

休

季節の果物を使った期間限定のジャムもあります。
グルテンフリーの米粉クラッカーやカステラも、
色々な味をお楽しみいただけます。

ＴＥＬ.025-211-8517 中央区西堀通６番町866NEXT213階

スペースBe

南区助次右衛門組29-1

月～金10:00～17:00

土日祝

手作りせんべい／手作り雑貨／ポストカード

ゆうーわ
ＴＥＬ.025-372-5223

休

東区石山6-3-9

月～金9:00～16:00

いちごジャム等ジャム各種／米粉クラッカー／
米粉カステラ

福祉の店パレット新潟店

中央区日の出1-10-9

月～金9:00～17:00

東区東中島2-18-6

月～金9:00～16:00

つくし工房
ＴＥＬ.025-244-4748

営

まちなかほっとショップ

中央区稲荷町3490

月～金8:30～17:30

ＴＥＬ.025-277-7060

福祉事業所ハーモニー
ＴＥＬ.025-277-6477

しろやま
ＴＥＬ.025-224-4438

土日祝

休

カカオニブクッキー／マドレーヌ／手作り手芸品

手づくりパンの店 リトルベア
ＴＥＬ.025-250-2100

北区三軒屋町2-10

月～金 9:00～17:00

福祉事業所いしやま

青松ワークス
ＴＥＬ.025-269-7303
営

西区上新栄町1-2-12

月～金8:30～17:15

休

土日祝

エコモアトイレットペーパー６個パック

ひと巻100メートルでなが～く使えます。再生古紙
100％で環境にもやさしいです。

福祉施設 手作り品お買い物クーポン
300円以上のお会計1回につき300円引き
会員
番号
利用者
氏名

利用期間
R4.2.1㊋
〜3.31㊍

※ 欄内に記入のない券は使用できません

・ご利用は会員 ･ 登録家族に限ります
・300 円以上のお会計１回に１枚適用可
・本券１枚で 300 円お引きします
（一部除外品あり）

【契約店】CROSS HARBOR／福祉事業所いしやま／手づくりパンの店 リトルベア／福祉事業
所ハーモニー／リトルベア 白山浦店／しろやま／まちなかほっとショップ／ぐっどあー
るえす／つくし工房／福祉の店パレット新潟店／おこめパンのお店 ちいさなほし／
ゆうーわ／スペースBe／スペースBe新大前／ちいさな雑貨店みつばち／ラグーンcafé／
慈仁工房／青松ワークス

【契約店】CROSS HARBOR／福祉事業所いしやま／手づくりパンの店 リトルベア／福祉事業
所ハーモニー／リトルベア 白山浦店／しろやま／まちなかほっとショップ／ぐっどあー
るえす／つくし工房／福祉の店パレット新潟店／おこめパンのお店 ちいさなほし／
ゆうーわ／スペースBe／スペースBe新大前／ちいさな雑貨店みつばち／ラグーンcafé／
慈仁工房／青松ワークス

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

【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

譲渡・コピー不可

摘みたてを味わおう！ いちご狩り利用券
新潟ブランド
「越後姫」など、甘酸っぱい春の味覚をお楽しみください。
● 利用券のご利用は、３月１日
（火）
〜５月31日
（火）まで ＊期間中無休
品不足等の場合、期間前に閉園となる場合があります。
● ご利用は会員と登録家族のみ
＊利用券の対象は３歳以上
● １会員１セット
（２枚つづり）
限り

＊登録家族数に関係なく

● 食べ放題･摘み取り
（量り売り）
に利用券１枚で500円分として利用できます。
お１人１枚の利用とし１人で複数枚の利用はできません。差額は別途お支払いください。
● ５月23日
（月）
募集締切
●（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。
＊３施設共通利用券です。受付後、普通郵便で発送します。 発送は２月25日以降順次
＊複数の会員でお申込みの場合は事業所への送付となります。
（２）
ご利用当日、利用券を提出し、料金をお支払いください。
契

約

施

設

品

タカギ農場
北区新崎2757 TEL 025-259-8111
営業時間 10:00〜16:00 なくなりしだい終了
フルーツランド 白根グレープガーデン
南区鷲ノ木新田573 TEL 025-362-5535
営業時間 10:00〜17:00 なくなりしだい終了
〈会員証提示割引５％併用可能〉

いちごの実が少ない日や、春休み･GW･週末は食べ放
題ができない場合があります。ご確認のうえ、お出か
けください。

種

越後姫

白根グレープガーデン・斉藤いちご園はニピイの指定
店です。会員証提示割引は通年ご利用になれます。

越後姫･章姫
ほか多種

斉藤いちご園
燕市燕115 TEL 0256-47-1519
営業時間 10:00〜17:00 なくなりしだい終了
〈会員証提示割引５％併用可能〉

越後姫

新潟ブランド 越後姫

「可憐でみずみずしい新潟のお姫様のようなイチ
ゴ」から命名。香りが強く、果汁が豊富なのが特徴
で、糖度は高くやさしい酸味があります。全体が
赤く、形のよいものを選びましょう。摘みたてを
味わうのが一番ですが、保存するなら冷蔵庫の野
菜室で保存しましょう。

T・ジョイシネマチケット
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。
● 有効期限 令和４年４月１日
（金）
〜９月30日
（金）まで
＊有効期限にご注意ください
● 対象映画館

T・ジョイ新潟万代、
T・ジョイ長岡 の２店舗

申込枚数と一致する利用
者名をご記入ください

● 会員と登録家族 １人１枚限り
＊該当する方
（大人、大・専門学生、シニア
【60歳以上】）以外はお申込みできません。
● 料金

T・ジョイシネマチケット1枚： 1,000円

● 700名募集

＜通常料金

一般1,900円

大・専門学生1,500円

シニア1,200円＞

＊申込み多数の場合は抽選
（選外通知なし）

● ２月20日
（日）
締切

３月下旬発送予定

●「チケット申込書」
に必要事項を記入し、FAXまたはWebよりお申込みください。
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。
● 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。
＊オンラインチケット予約
（KINEZO）
利用には、無料会員登録が必要です。
service center news
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ひらめきパズル 【２月15日必着】

ホッと
一息

ある暗号があります。
暗号を読み解き、？に入る言葉を①〜③の中から選んでください。

ニピイFAX
025−201−6117

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】

①ナカミ

②ウシロ

③オモテ

答え

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名にミスド商品券500円
分をプレゼントします。

ANAクラウンプラザホテル新潟

春のお祝いランチプラン

● クーポンのご利用は、２月１日
（火）
～４月28日
（木）
まで

華に
ちょっと豪
ですか？
い
チは かが
ホテルラン
ただける
お楽しみい
大変お得に
です♪
クーポン券

● ANAクラウンプラザホテル新潟
「シーズンカフェ」
「天壇」
「蔵」
中央区万代5-11-20 ＊ホテル駐車場３時間まで100円（満車時は利用できません）
● ご利用は会員と登録家族のみ
クーポン利用対象：
「シーズンカフェ」
「天壇」
は小学生以上のみ、
「蔵」は対象メニューのみ
● 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

● 事前予約のうえ、クーポンに必要事項を記入し、切り取ってご利用ください。
（クーポンは入店時に提出、他の割引併用不可）

ランチプランがクーポンのご利用で 大人600円引 ／ シニア及び小学生300円引となります。
さらに、クーポンはニピイ会員証提示プラン（10％割引）とあわせてご利用できます。

「シーズンカフェ」スイーツランチブッフェ
ＴＥＬ
平 日
土日祝

025-245-3336
（直通）
11:30～14:30（90分）
11:30～、13:30～（90分）

分

通

大

人

¥2,900

¥2,610

小学生

¥2,100

¥1,890

シニア※1
未就学児※2

常

会員証提示

区

（10％引き）

¥2,400
¥700

¥2,160
¥630

クーポン
利用
¥2,010

¥1,860
¥1,590

※１ シニアは65歳以上
※２ シーズンカフェ・天壇の未就学児１名無料、
２人目から700円、３歳以下無料

「天壇」
ランチオーダーバイキング

区

分

大人
（土日祝）

通

常

¥3,750
¥3,950

¥2,925
¥3,060

未就学児※2

¥700

¥630

小学生
（土日祝）

¥2,650
¥2,800

利用期間
R4.2.1㊋〜
R4.4.28㊍

利用者
氏名
◯で囲む

大人（中学生以上）・シニア（65歳以上）・小学生

･ 本券１枚で小学生以上１名のみ有効
･ 要予約／入店時提出／他の割引併用不可

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

¥2,775
¥2,955

¥2,625
¥2,760
¥2,085
¥2,220

メニュー

通

桜衣

譲渡・コピー不可

常

¥3,700

会員証提示

（10％引き）

¥3,330

クーポン
利用
¥2,730

㊟新 型コロナウイルス感染症拡大の状況により、営
業時間･対応期間は変更となる場合がございます。
その際は､ホテルHP･店頭にてお知らせいたします。

ANAクラウンプラザホテル新潟

春のお祝いランチプラン

利用期間
R4.2.1㊋〜
R4.4.28㊍

会員番号
利用者
氏名

会員証提示10%割引と併用可能！

【ANAクラウンプラザホテル新潟】 ･ ご利用は会員 ･ 登録家族に限る
シーズンカフェ ℡.025-245-3336
天壇 ℡.025-245-3338
蔵 ℡.025-245-3335

¥2,385
¥2,520

クーポン
利用

●大人600円引き
●シニア･小学生300円引き

会員番号

※ 欄内に記入のない券は使用できません

¥3,375
¥3,555

¥3,250
¥3,400

春のお祝いランチプラン

会員証提示10%割引と併用可能！

会員証提示

（10％引き）

シニア※1
（土日祝）

ANAクラウンプラザホテル新潟

●大人600円引き
●シニア･小学生300円引き

「和食ダイニング 蔵」季節のランチ

TEL025-245-3338
（直通）
TEL025-245-3335
（直通）
休火曜日
休水曜日
11:30～14:30、□
11:30～、最終入店13:00、□
（祝日除く）
（祝日除く）
（２名様以上／入店90分後L.O）
（１日10食限定／仕入により変更の場合有）

◯で囲む

大人（中学生以上）・シニア（65歳以上）・小学生

※ 欄内に記入のない券は使用できません

【ANAクラウンプラザホテル新潟】 ･ ご利用は会員 ･ 登録家族に限る
シーズンカフェ ℡.025-245-3336
天壇 ℡.025-245-3338
蔵 ℡.025-245-3335

･ 本券１枚で小学生以上１名のみ有効
･ 要予約／入店時提出／他の割引併用不可

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

譲渡・コピー不可

図書カードNEXT
● 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

4,100円
（額面5,000円）

● 1,300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。

● ２月14日
（月）
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月下旬、事務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。

図書カードNEXT申込書
事業所名
お届け先

＊コピーしてお使いください。 申込先FAX 025-201-6117

営業所などの場合は「○○営業所・○○支店」まで明記

事業所のみ

№

日中連絡のとれる電話番号

（

事業所の住所を必ずご記入ください

〒

会員氏名

会員番号

（申込代表者）

1

）

申込枚数（1会員1枚限り）
１枚（額面5,000円）

2

１枚（額面5,000円）

3

１枚（額面5,000円）

4

１枚（額面5,000円）

5

１枚（額面5,000円）

＊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。

広告

10%OFF+お掃除グッズプレゼント

おそうじ本舗 新潟茅野山店

tel 025-282-7377

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

￥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
● エアコンクリーニング
（お掃除機能なし）··········· 通常価格￥12,100 ➡

（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!!
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
service center news
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広告

事務局からのお知らせ
■２月の慶弔給付金対象者
対象者 ２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２月入社

勤続祝金
（満15年）

平成19年２月入社

勤続祝金
（満20年）

平成14年２月入社

勤続祝金
（満25年）

平成９年２月入社

勤続祝金
（満30年）

平成４年２月入社

勤続祝金
（満35年）

昭和62年２月入社

成人祝金

平成14年２月生まれ

還暦祝金

昭和37年２月生まれ

水晶婚祝金

平成19年２月結婚

銀婚祝金

平成９年２月結婚

■新規提携店のご案内
ホシノ補聴器専門店
会員証提示で補聴器体験２週間無料
新潟市西区寺尾東2-24-19 TEL.025-211-3816

■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。

■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。

＊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。

次 号 予 告

※内容は変更になる場合があります。

・新潟市共通商品券 ・ヴィネスパ入館クーポン
・弥彦山ハイキング ４月９日、10日、14日
・グラスアート ４月３日、４月５日
・ポーセラーツ ４月２日、13日、16日
・
「MINIATURELIFE展２」前売チケット斡旋

service center news
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