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2022 年

月号

加入状況

会 員 数 18,229 名
事業所数 1,216 事業所
令和４年２月１日現在

025-201-6113
025-201-6117

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。

ポーセラーツで彩るオリジナルプレート
ポーセラーツとは、白い磁器に好みの色や柄の転写紙を貼ってデザインをした後に
焼き上げを行い、オリジナルの食器を製作するハンドクラフトのことです。
転写紙を貼るだけで、簡単にオリジナルの食器が作れるので絵に自信のない方も安心！
かわいくて実用的♪ポーセラーツの魅力を体験してみませんか。
● ①４月２日
（土） 13：30～
②４月13日
（水）10：00～
③４月16日
（土）13：30～
● アトリエTREAT
中央区上大川前通7-1235

※各回定員８名
（最小実施４名）
所要時間約１時間半
希望日を必ずご記入ください。
（第２希望以下も記入可）

自家焙煎珈琲シャモニー本店２Ｆ

＊駐車場なし

● １名1,500円
（プレート１枚作成、一般料金 3,500円）
● 会員と登録家族

＊参加は小学生以上、１人１回限り

● ３月14日
（月）
締切

＊現地支払

＊案内は当選者のみ３月22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教室へ提供します。
● 材料の取り消しができないため、当選後のキャンセルはキャンセル料（1,000円）
をご負担いただきます。

食器サイズ 約13㎝×13㎝

イメージ

作ったプレートは、アトリエ T R E A T で焼成
し、約１週間～10日後にお渡しとなります。
＊お渡し方法：
店舗受取り or 配送（送料360円）
※磁器・転写紙等は教室で用意してあります。
※当日は水を入れるためのタッパー（10㎝程）
・
はさみをご持参ください。

親子で体験！グラスアート ～ミニキューブガラスを作ろう～
手軽にステンドグラス風の作品を作ることができるグラスアート。
親子でかわいいミニキューブガラスを作りましょう。
一人１つずつ作るので、できあがった作品を親子でプレゼントしあっても素敵です！
● ①４月３日
（日）
13：30～15：00 必ず「希望日（第２希望の指定も可）」と
②４月５日
（火）
13：30～15：00 「参加当日の連絡先電話番号」をご明記ください。
● 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
※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
● 親子２人１組 1,900円
（通常3,500円）
＊２人目以降のお子様追加の場合、１名につき880円
● 会員と登録家族
● 各回

＊はさみを使いますので参加は小学生以上

親子２人１組

● ３月15日
（火）
締切

７組募集
（最少催行３組） ＊応募多数の場合は抽選
＊案内は３月16日発送予定
（選外通知なし）

●「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。
● 持ち物
● 講師

はさみ
グラスアート作家

わたなべゆきこさん
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初中級者向け

山野草を楽しむ早春ハイキング

ひっそりと咲く雪割草やカタクリの花を目指し、ガイドさんと一緒に自然を満喫！
さくらの湯のご入浴と特製御膳の付いたお得なプランです♪
● ①４月９日
（土） ②４月10日
（日） ③４月14日
（木） ＊雨天決行
● 集合場所：さくらの湯
（弥彦村大字麓1970）
● 弥彦山の麓を約３時間半程度、散策します。
● 会員と登録家族 ＊小学生以上。保護者同伴。
注）低学年児の保護者は十分な配慮をお願いします。
● 1人1,800円

＊当日、現地払い

ガイド付きトレッキング、入浴、特製御膳、レジャー保険料含む
● 各20名募集
（最少催行５名） ＊先着順
● ３月21日
（月・祝）
締切

＊案内は３月24日発送予定

● ⑴施設へ電話で予約をします。＊ニピイ会員とお伝えください。
さくらの湯 TEL.0256-94-1126
⑵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
へ利用券をお申し込みください。
⑶参加当日、利用券を提出し、参加費をお支払いください（現金精算）。
※感染症予防対策として、マスクの着用をお願いします。

日程
7：50
8：00
11：30
12：30

イメージ

集合
トレッキング開始
帰着、入浴
ご昼食
以後自由解散

カーブドッチ ヴィネスパ入浴クーポン
ワイナリーの敷地内にある源泉掛け流しの日帰り温泉施設です。
角田山を望む癒やしのスパでゆったり贅沢な時間をお過ごしください。
３月１日リニューアルオープン！ ヴィネスパに約4,000冊のブックラウンジが誕生。
● ３月１日
（火）
～５月31日
（火）
まで

＊除外日：４月29日～５月８日

● ご利用は会員と登録家族
＊利用券の対象は小学生以上（未就学児のご入館はできません。）
● １会員２枚限り

＊紛失･追加等による再発行はしません。

● 入浴料800円
（一般料金1,000円）
＊レンタルタオル･館内着別途
（各250円）
環境に配慮しタオルはできるだけご持参ください。
（クーポン券は入館時に提出）
● 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。
＊平日夜間割引
（17時～700円）
など各種割引との併用はできません。

カーブドッチ ヴィネスパ

新潟市西蒲区角田浜1661 TEL.0256-77-2226
（営）７：00～22：00
（木曜日のみ：10：00～22：00）
女 湯 露天風呂、内湯、ジェットバス
男 湯 露天風呂、内湯、遠赤外線サウナ
◇休憩室 ◇整体･足つぼ ◇アロマ岩盤浴
（女性専用･別途料金） ◇レストラン
泉質の異なる２種類のお湯は、お肌がつるつる＆体が温まると評判です。

VINESPA
カーブドッチ ヴィネスパ

入浴クーポン

入浴料 800円(税込)

■期間 R4.3.1火～

R4.5.31火
除外日：4月29日～5月8日

※入館時に提出
＊下記に記入のない場合は使用できません

VINESPA
カーブドッチ ヴィネスパ

会員番号

利用者氏名

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

カーブドッチヴィネスパ

新潟市西蒲区角田浜1661
TEL.0256-77-2226
（営）7:00～22:00
（木曜日のみ：10:00～22:00）

譲渡･コピー不可

入浴クーポン

入浴料 800円(税込)

会員番号

●ご利用は会員および登録家族に限ります
未就学児のご入館はご遠慮いただいております
●本券１枚で１名のみ、各種割引との併用はでき
ません
●本券は記載施設のみ有効です

イメージ

◇AVEDAヘアサロン

●ご利用は会員および登録家族に限ります
未就学児のご入館はご遠慮いただいております
●本券１枚で１名のみ、各種割引との併用はでき
ません
●本券は記載施設のみ有効です
【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

■期間 R4.3.1火～

R4.5.31火
除外日：4月29日～5月8日

※入館時に提出
＊下記に記入のない場合は使用できません

カーブドッチヴィネスパ

新潟市西蒲区角田浜1661
TEL.0256-77-2226
（営）7:00～22:00
（木曜日のみ：10:00～22:00）

譲渡･コピー不可

上越市立水族博物館 うみがたり入館券（4～9月利用分）
うみがたりの入館券をお得に斡旋します。なお、次回の販売は９月号（10～３月利用分）
利用分となりますので、GW、夏休みに行かれる方は今回お申込みください。
● 有効期限：令和４年４月１日～９月30日まで
● 会員と登録家族
● 価格

＊１人１枚まで

券 種

● 200名募集

会員料金
（一般料金）

大人
（18歳以上） 1,300円
（一般1,800円）
高校生

700円
（一般1,100円）

㊟ 希望の券種【大人・高校・小中・幼

児】をご記入ください。
申込枚数と一致する利用者名をご
記入ください。
締切後のキャンセルはできません。

小・中学生

500円
（一般 900円）

幼児
（４歳以上）

300円
（一般 500円） ３歳以下無料

● ３月15日
（火）
締切

＊３月下旬発送いたします。

●「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。
入館券到着後、３週間以内に代金をお支払いください。
※感染症予防対策等による入館対応はホームページにて事前にご確認ください。

新潟県上越市五智2-15-15

職場やグループでの取りまとめにご協力ください

商品券あっせんは、金券を安全にお届けするために宅急便でお送りしています。まとめて申し込んでいただ
きますと、送料や代金の振込手数料を削減することができます。
最近個人で申し込まれる方が増え、経費が増加しています。会員の皆様よりお預かりした会費を有効利用で
きるよう、できるだけ経費削減にご理解ご協力をお願いします。

新潟市･佐渡市共通商品券 20,000円分
● 会員本人のみ、１会員１セット限り
（登録家族数に関係なく）＊送付先は事業所のみ
● １セット18,000円
（額面1,000円×20枚） コロナに負けるな！応援価格
● 2,000セット募集

有効期限はありません。
使えるお店は新潟市佐渡市共通商品券の
ホームページでご確認ください。

先着順ではありません。締切日までにお申込みください。

● ３月13日
（日）
締切
（必着）＊締切後の申込みや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。４月下旬、宅配便で事業所宛に発送します。
到着後、同封の振込用紙で３週間以内に代金をお振込みください。
加盟店例 新潟伊勢丹、イオン、アピタ、原信、ウオロク、マルイ、コメリ、ムサシ、カワチ、ジョーシン など

申込先FAX 025-201-6117

新潟市･佐渡市共通商品券申込書
事業所名：

営業所などの場合は「〇〇営業所・〇〇支店」まで明記

（

お届け先： 事業所のみ
№
１

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）

申込内容（１会員１セット限り）
１セット（額面1,000円×20枚）

２

１セット（額面1,000円×20枚）

３

１セット（額面1,000円×20枚）

４

１セット（額面1,000円×20枚）

５

１セット（額面1,000円×20枚）

＊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。

service center news
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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。
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
注）
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。

ホッと
一息

新潟日報創刊80周年（創業145年）
・BSN新潟放送開局70周年
MINIATURE LIFE展２ －田中達也 見立ての世界－

田中達也は日常にあるものとミニチュア人形を組み合わせて、別のもの
に見立てたアート作品を制作するミニチュア写真家です。
本展では新潟限定の新作を含む立体作品約50
点と写真作品約120点を紹介、ユーモアたっ
ぷりの小さな世界をお楽しみください。
● 2022年３月19日
（土）
～５月15日
（日）
● 新潟市新津美術館
● 一般800円
（前売1,000円）300枚
※大学・高校生は当日券900円ですが、
一般券のお申込みが可能です。
※中学生以下無料

● ３月17日
（木）
締切

※先着順で受付・発送

ナンプレ 数字パズル 【３月13日必着】

“パン”ラシュート©Tatsuya Tanaka

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Webよりご応募ください。正解者の中か
ら抽選で100名に図書カード500円分をプレゼントします。

ルール

・ タテ列 （９列）
、 ヨコ列 （９列）のそれぞれの列の中
に、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。

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

解答欄

お年玉プレゼント
賞品発送について

合計

〒

【ニピイへ一言】

ひらめきパズル 正解発表
正解者の中から抽選で100名にミスド商品券500円分をプレゼントいたしました。
（応募数956件）

ニピイ１月号で募集した「お年玉
プレゼント」にはたくさんのご応
募をいただきありがとうござい
ました。
（応募数3,201件）
当選結果は２月中旬に賞品の発
送をもって代えさせていただき
ました。
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広告

の
ニピイ会員証
ご 提 示で

ろうき ん マイカー ロ ーン で 生 活 応 援

ろうきん

ろうきんマスコットキャラクター
「ロッキー」
と
新潟ろうきんTVCMキャラクター
「RYUTist」

マイカーローンの
ろうきん
マイカーローンは

生活応援
金利

1.6 %～年1.7 %

年

（変動金利）

（変動金利）

●ご融資金額／最高1,000万円 ●ご返済期間／最長10年
●担保／不要 ●保証／保証機関の保証
（保証料はろうきん負担）
●お使いみち／自動車購入、修理、カー用品の購入、免許の取得、車検、クレジットの借換え等

紹介で“つながる”笑顔

保証料

（保証料はろうきん負担）

【 通常金利 】年

2022年 月 日 火

1万円分が当たる！60

土

組

（120名様）

※ご紹介者様（2022年4月30日時点で預金残高2,000円以上の方）およびご契約者様（期間中にろうきんローンを10万円以上ご契約いただいた方）
2名1組で、専用フォームから応募手続きを期間中に完了した方を対象とします。※住宅ローン
（不動産担保型）等つなぎ融資を利用する商品は、期間中
に10万円以上の手形貸付の契約をした方を含みます。※教育ローン（そのつど借入型）およびカードローン（マイプラン）は、期間中に契約し、かつ、
2022年5月20日時点で残高10万円以上の方を対象とします。※一部の商品については、ご融資期間によってキャンペーン対象外となる場合がありま
す。※本キャンペーンはコープローンキャンペーンと重複して適用できませんのでご了承ください。※詳しくは店頭へお問い合わせください。

新 潟ろうき ん

新潟ろうきん

2.30%

OK！

（変動金利）

※お申込時に会員証をご提示ください。なお、利用資格は会員本人のみとなります。※引下げ金利幅および金利適用条件・項目は、金利
情勢等により見直しする場合があります。※会員証提示以外の金利引下げ条件もございます。※労働組合等へのご加入状況や、提携生
協のご利用状況により、
ご案内する金利が異なります。※対象となる労働組合等および提携生協に関して詳しくはお問い合わせください。
※審査結果により、
ご希望に添えない場合があります。※保証人をご用意いただくことにより、
ご利用いただける場合があります。※店頭
またはホームページで返済額の試算をいたします。※詳しくは店頭に説明書をご用意しております。※表示金利は2022年2月1日現在

期間中、ろうきんローンをご紹介いただいた方、また紹介を受け、ろうきんローンをご契約いた
だいた方（2名様1組）に抽選で「UCギフトカード10,000円分（お一人様5,000円分）」が当たる！

第2弾

借換えも

0円

1 4 ●→
ご同僚・ご友人などペアで応募！ 実施
期間 2022年4月30日●

UCギフトカード

利用中の
ローンの見直し
しませんか？

ご紹介者様 ご契約者様 のどちらかが

専用フォームよりご応募ください。

※応募回数はご紹介者様およびご契約者様、
それぞ
れの立場で1回のみとさせていただきます。
（お一人様
最大2回まで）※2022年5月に抽選を行い、賞品の発
送をもって当選発表とさせていただきます。

店舗一覧

広告
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第2 弾

応募フォーム

https://www.niigata-rokin.or.jp/campaign3_ready.php/

期間中であれば「相談中」や「本申込後」等、
ご応募のタイミングはいつでもOK！

ご相談・お問い合わせはこちらから

検索

service center news

応募 はこちら!

事務局からのお知らせ

人

労者福祉
ス セ ンタ ー

通６番町878番地１ 西堀７番館ビル３F

201-6113
201-6117

ttps://www.nipy.jp/
8時30分～午後5時
日・祝日および年末年始

取りで来局される場合は事前のお電話が必要です。

未加入事業所をご紹介ください。

新年度版の冊子を送付します
●2022～2023年度版 利用ガイドブック
●2022年度版 利用補助券冊子
●ニピイニュース４月号

2022～2023 年度版

お祝い・お見舞いもバックアップ！
各種慶弔給付金

健康は一生の財産です！
定期健康診断・人間ドックの補助

職場旅行・家族旅行などに！

旅行・宿泊情報
ホームページ https://www.nipy.jp/

休日はレジャーを楽しもう！
レジャー・文化施設の利用

会員募集中! 未加入事業所をご紹介ください。

いい汗かいてリフレッシュ！
体育館・プール回数券の割引あっせん

ニピイ 2022
年度分

利用補助券冊子
会員番号・氏名をご記入ください。
会員番号
会員氏名

利用期間

公益財団法人

新潟市勤労者福祉サービスセンター

２年間
保存版
ご利用期間

〒951-8061
新潟市中央区西堀通6番町878番地1

tel.
fax.

2022年４月１日 2023年3月3１日

西堀7番館ビル3F

025-201-6113
025-201-6117

※再発行はいたしませんので、
紛失などないようご使用ください。
※他人への譲渡・転用を禁じます。

公益財団法人

新潟市勤労者福祉サービスセンター

▲利用ガイド

■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いたします。
■さらに、ご紹介をいただいた事業所が加入した場
合には、入会者１人につき、1,000円分の商品券
《最大40,000円》を上限に進呈いたします。

新規加入事業所の特典

■新規でご加入いただいた事業所には、加入人数に
応じて《最大30,000円》を上限に商品券を進呈いた
します。
■利用ガイドブック巻末「紹介カード」に必要事項をご
記入の上、ニピイ事務局までご紹介ください。

■３月の慶弔給付金対象者
対象者 ３月１日付で会員資格があり下表に該当する方

忘れないように
メモしておくと便利です！

2022年４月～2024年３月

日頃よりニピイをご利用いただき、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）

上の３点を３月下旬に事業所宛に一括送付します。利
用補助券は紛失されても再発行ができませんのでご注
意ください。
送付部数は３月１日付けの会員数です。４月入会者分
は別送しますので、３月末での退会者分はニピイまで
ご返却ください。

利用ガイドブック

お知り合いの事業所を
ご紹介ください

公益財団法人

新潟市勤労者福祉サービスセンター

請

求

▲補助券冊子

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３月入社

勤続祝金（満15年）

平成19年３月入社

〇下記の利用券は３月と４月では券が異なります。
ニピイへお申込みの際は、必ず、利用日をご記入くだ
さい。
新年度利用券は3/25頃から順次発送します。
■東京ディズニーリゾート®コーポレートプログラム
利用券
（オンラインチケットの場合は購入日）
■指定保養施設利用補助券
■ゴルフ場利用補助券

勤続祝金（満20年）

平成14年３月入社

勤続祝金（満25年）

平成９年３月入社

勤続祝金（満30年）

平成４年３月入社

勤続祝金（満35年）

昭和62年３月入社

成人祝金

平成14年３月生まれ

還暦祝金

昭和37年３月生まれ

〇2021年度分利用補助券冊子の有効期限は2022年３月
31日です。期限後はお使いになれません。
■映画館共通利用券
■温浴施設共通利用券
■新潟県立自然科学館利用券

水晶婚祝金

平成19年３月結婚

銀婚祝金

平成９年３月結婚

利用補助券の有効期限について

次号予告

※内容は変更になる場合があります。

・だるまやラーメンクーポン
・走り方教室 ４月29日
（金・祝）
・酒蔵見学講座 ５月15日
（日）
・ポポラマーマ＆紅虎餃子房クーポン
・母の日フラワーギフト作成キット
・ジェルランタン作り受講補助券
・
「平等院鳳凰堂と浄土院」前売チケット斡旋

＊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。

■事務担当者様へ 会員異動の手続きはお早めに
３月から４月にかけては異動が多い時期です。入退会の届
出書類は期限までにご提出ください。

退会届
【３月31日退会分】 ４月５日
（火）
必着で
→
入会届
【４月１日入会分】 ご提出ください。

＊事業所間の異動は、退会届･入会届を同時にご提出ください。
＊特に３月末に退会がある場合で届出が遅れると、翌月分の会
費も徴収の対象となりますので、ご注意ください（あらかじ
め退職日がわかっている場合は、退職日前でも受け付けます）
退会者の会員証は、退会届を提出後、ニピイへご返却くだ
さい。

service center news
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