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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

会員数 18,501名 ／ 事業所数 1,200事業所

加 入 状 況 （令和４年５月１日現在）

62022年
月号

佐渡島の金山　世界文化遺産　国内推薦決定！

佐渡の美味しいもの割引販売
佐渡島の金山 世界文化遺産 国内推薦決定を記念して、佐渡のお土産品を集めました！
コロナ禍でなかなか旅行に行けない中、お土産品で佐渡へ旅気分♪
コロナ禍で大きなダメージを受けている地元の観光産業を応援しましょう!!

●引渡し日　�①６月29日（水）13：00～15：00�
②７月３日（日）10：00～12：00�
＊当選案内にて、引き取り時間を指定します。

●引渡し場所　新潟県観光物産株式会社　新潟市江南区亀田工業団地２－２－３
＊現地引渡しのみ。ご了承いただける方のみご応募ください。

●１会員につき上限４セット　＊専用振込用紙を送付します
●各コース100名募集　＊応募多数の場合は抽選
●６月12日（日）締切　当選案内は６月15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よりお申込みください。
●当選者には振込用紙と引換券が送付されます。当日は必ず引換券を持参してください。

①希望日（第２希望も可）
②希望コース・数量（上限４セット）
③当日連絡のとれる連絡先
　を明記してください。

佐渡ご飯のおともセット
お酒のおつまみにも温かいご飯にも
ぴったりの美味しさです。佐渡前の
「うまい」を食卓へ。
岩もずくのり　内容量90ｇ、賞味期限：製造より365日
佐渡もずくとうにのり　内容量90ｇ、賞味期限：製造より300日
極みさざえ味噌　内容量100ｇ、賞味期限：製造より90日
会員価格  2,300円�（通常価格��2,918円）

佐渡かにみそセット
かにの身と混ぜ合わせているので、
濃厚でありながら、ぷりぷりとした
食感も味わえます。
内容量60ｇ×２箱、賞味期限：製造より120日
会員価格  2,400円�（通常価格��3,030円）

佐渡産ジャムセット
「食の宝庫」とも言われる佐渡島。佐渡
のルレクチェ・みかん・希少な佐渡バ
ター＆ルレクチェの３本セットです。
内容量各140ｇ、賞味期限：製造より180日
会員価格  1,600円�（通常価格��2,108円）

佐渡コーヒータイムセット
Ⅰ朱鷺の子　佐渡金銀山
黄身あんを桃山風生地で包んで焼き
上げ、チョコレートをコーティング
し、食用金粉でお化粧しました。
内容量７個、賞味期限：製造より25日

Ⅱ佐渡　吟醸ショコラ
佐渡にある酒造「北雪」の吟醸酒とベ
ルギー産のチョコレートを生地に練
り込むことで、フルーティーな香り
がほのかに香るショコラに仕上げま
した。
内容量５個、賞味期限：製造より90日

Ⅲ佐渡金銀山珈琲
「コロンビアのコーヒー産地の文化的
景観」として世界遺産に登録された農
園の豆を使用し、低温・高湿度の佐
渡金山内で熟成させたプレミアムな
一杯です。
内容量10ｇ×３袋、賞味期限：製造より365日

会員価格  2,400円�（通常価格��3,024円）

イメージ

新潟の観光産業を
応援！！

Ａコース Ｄコース

Ｂコース

Ｃコース

下記Ａ～Ｄコースよりご希望のコース・数量をお選びください。
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【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

＊ 記入のない場合は
使用不可

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。
●本券１枚に付き対象商品１点のみ特別料金が適応。
●注文・精算時に本券を提出して下さい。

ポポロのジェラートクーポンＲ4.8.31
まで有効

ジェラテリア ポポロ　10:00 ～日没、年中無休
中央区水道町 1-5939-37 ℡ .025-223-6676

ジェラートダブル200円（一般料金400円）

【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

＊ 記入のない場合は
使用不可

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。
●本券１枚に付き対象商品１点のみ特別料金が適応。
●注文・精算時に本券を提出して下さい。

ポポロのジェラートクーポンＲ4.8.31
まで有効

ジェラテリア ポポロ　10:00 ～日没、年中無休
中央区水道町 1-5939-37 ℡ .025-223-6676

ジェラートダブル200円（一般料金400円）

サーティワン アイスクリームギフト券 3,000円分
●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2,400円（額面500円×６枚）
●1,000セット募集　先着順ではありません。締切日までにお申込みください。
●６月20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。
７月下旬、郵便または宅急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。

●サーティワンの「500円ギフト券」は、全国のサーティワンアイスクリーム
の店舗で使用することができます。また、使用期限はありません。　※一部店舗除く。

サーティワン アイスクリームギフト券申込書� 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

　　　　　　　　（　　　　　　）

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 申込内容（１会員１セット限り）

１ （申込代表者） １セット（額面500円×６枚）

２ １セット（額面500円×６枚）

３ １セット（額面500円×６枚）

４ １セット（額面500円×６枚）

５ １セット（額面500円×６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。

ポポロのジェラートクーポン
ジェラテリア・ポポロの本格ジェラートは、新鮮素材でつくった
こだわりの味。暑い夏には冷たいジェラートを召し上がれ♪

●６月１日（水）～８月31日（水）
●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しません
●ジェラートダブル�200円（一般料金400円）
●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。
購入時にクーポンを提出し、特別料金をお支払いください。
クーポン券１枚に付き対象商品１点のみ特別料金が適応。

●ジェラテリア�ポポロ　営業10:00～日没、年中無休
中央区水道町1-5939-37　℡.025-223-6676



■ 右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

● ご利用は会員本人及び登録家族に限ります。※小学生以下１家族２人まで無料
● 本券１枚で１名様のご利用となります。
● 入園料の400円は現地でお支払いください。
● 本券の利用施設「カンガス ブルーベリーファーム」

ブルーベリー狩りクーポン
入園料１名様

400円

利用期間：
R４年７月１日（金）

～R４年７月31日（日）

【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

■ 右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

● ご利用は会員本人及び登録家族に限ります。※小学生以下１家族２人まで無料
● 本券１枚で１名様のご利用となります。
● 入園料の400円は現地でお支払いください。
● 本券の利用施設「カンガス ブルーベリーファーム」

ブルーベリー狩りクーポン
入園料１名様

400円

利用期間：
R４年７月１日（金）

～R４年７月31日（日）

【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

ブルーベリー狩りクーポン
ブルーベリーは他の果物や野菜に比べ、「アントシアニン」の含有量が多く目に良いとされています。また、その他にも
ビタミンEやCも含み、活性酸素を除去するスーパーフードとして人気な果実です。この夏、身体にうれしい効果が沢
山ある、美味しいブルーベリー狩りを体験してください。

● 開園期間　７月１日（金）～７月31日（日）　９：00～16：00
● ご利用は会員と登録家族
● １会員２枚限り　※紛失、追加等による再発行はいたしません。
● クーポンのご利用で入園料が400円（通常料金800円）になります。

※入園料はブルーベリー40分食べ放題
■小学生以下のお子様は１家族２名様まで入園料（食べ放題）無料となります。

● 販売料金　摘み取り 100グラム 200円　販売商品 100グラム 250円
● 施設名　「カンガス ブルーベリーファーム」

新潟県胎内市中村浜2-29（新潟市内から車で約１時間）　現地連絡先 ℡.090-7907-0140
＜カンガスブルーベリーファームまでの経路＞
新潟市方面からは、新新バイパス「蓮野IC」を下りて国道113号線を村上市方面へ北上すると、左手に大きな観音像（親鸞聖人像）
が見えてきます。その右手の「マチュアハウス中条」看板を右折すると、すぐ右手側にブルーベリー畑の駐車場があります。

★運がいいと、カブト虫が採れます。（無料）

ビアードパパの作りたて工房
シュークリームクーポン
サクサクのシュー皮と生カスタードが自慢！
いつだって美味しいこだわりシュークリームをお楽しみください。

イオン新潟南店

アピタ新潟西店

限 定

● クーポン利用は、６月１日（水）～８月31日（水）
● クーポン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できません
● クーポン特別料金

カスタードパイシュー３個セット300円（一般540円）
カスタードクッキーシュー３個セット350円（一般600円）
＊クーポン券１枚で１セット限り。追加は一般料金となります。
＊多数お買い求めの場合はご予約をおすすめします。

● クーポン券に必要事項をご記入のうえ、注文時にご提出ください。

　 クーポン券は下記２店舗のみ有効 
ご利用時間 10：00～20：00

イオン 
新潟南店

江南区下早通柳田1-1-1
イオンモール新潟南店１F
℡.025-385-7046

アピタ 
新潟西店

西区小新5-7-21
アピタ新潟西店１F
℡.025-234-5035

【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

※記入のない場合は使用不可

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１枚でパイシュー１セット限り、他への振替は不可。
●各種割引との併用はできません。
●本券は下記 2 店舗のみ有効です。

カスタードパイシュー３個セット 300円（税込）

期 間
R4.6.1水～8.31水

ビアード ･ パパの作りたて工房 ご利用時間 10:00 ～ 20:00
　イオン新潟南店  tel 025-385-7046  （営業時間は変更する場合有）
　アピタ新潟西店  tel 025-234-5035

※注文時に提出

【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

※記入のない場合は使用不可
カスタードクッキーシュー３個セット 350円（税込）

ビアード ･ パパの作りたて工房 ご利用時間 10:00 ～ 20:00
　イオン新潟南店  tel 025-385-7046  （営業時間は変更する場合有）
　アピタ新潟西店  tel 025-234-5035

※注文時に提出

●ご利用は会員および登録家族に限ります。
●本券１枚でパイシュー１セット限り、他への振替は不可。
●各種割引との併用はできません。
●本券は下記 2 店舗のみ有効です。

会員番号

利用者氏名

期 間
R4.6.1水～8.31水

イメージ
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●販売日時　６月26日（日）　８：00～13：00迄
ご希望の受取り時間（組）を第２希望まで記入の上、お申し込みください。
Ａ組　� 8：00～� 9：00　/　Ｂ組　� 9：00～10：00
Ｃ組　10：00～11：00　/　Ｄ組　11：00～12：00
Ｅ組　12：00～13：00

●販売価格　�1,000円（税込）�１セット（紅小玉スイカ×２玉）（市場価格１玉�約980円）
●支払方法　�現地販売受付けにて、ニピイ補助券と現金1,000円で商品をお受け取りください。
●購入は１会員１セット（紅小玉スイカ２玉）限り。
●６月13日（月）締切日となります。
●当選案内は６月16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または
Webからお申し込みください。　※受取り時間は第２希望まで記入願います。

赤塚スイカは今が旬！スイカの産直販売 数量限定30０セット
農薬や化学肥料を極力減らして栽培した太田農園のスイカは新潟県の「特別栽培認証」を取得しています。
安心・安全にも配慮し、手間ひまかけて育てた小玉スイカは、大玉スイカにも負けず劣らずのシャリ感と甘味が自慢です。

№ 会員氏名 会員番号 申込内容（1会員1枚限り）
１（申込代表者） 1枚�（額面10,000円分）

２ 1枚�（額面10,000円分）

３ 1枚�（額面10,000円分）

４ 1枚�（額面10,000円分）

５ 1枚�（額面10,000円分）
＊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。

クオ･カード 10,000円券
●会員本人のみ、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8,500円（額面10,000円） コロナに負けるな！応援価格

●1,500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。
●６月16日（木）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。
７月中旬、宅配便で事業所宛てに発送します。
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。

�クオ・カード申込書� 申込先：FAX025-201-6117
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 日中連絡の取れる電話番号

（　　　　　　）

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
〒

有効期限はありません。
使えるお店はクオカードのホームページで
ご確認ください。

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。
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●有効期限　令和４年７月１日（金）～12月31日（土）まで
＊有効期限切れにご注意ください

●対象映画館：ユナイテッド・シネマ新潟のみ
新潟市中央区上近江4-12-20　DeKKY401内

●会員と登録家族　＊１人１枚限り
●1,500名募集　＊申込み多数の場合は抽選（選外通知なし）
●６月15日（水）締切　
●料金　①一般券�（大学生・大人）：�

1,000円�＜通常料金1,500～1,900円＞
　　　②小人券�（幼児～高校生・シニア（60歳以上））：�

600円�＜通常料金1,000～1,200円＞
　　　　　�＊表記は小人券ですが、シニアもお使いいただけます。�

＊該当する券種以外でのお申し込みはできません。
●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。６月末頃発送予定です。
鑑賞券・納付書到着後、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。� ・締切後のキャンセルや変更はできません。�
・満席の場合は、ご利用いただけません。� ・払い戻しや現金との引き換えはできません。�
・インターネット予約はできません。� ・映画館共通利用券と併用はできません。�
・イベントやライブビューイング、特別興行、特別上映には使えません。

　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。
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。�
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。

和田誠展
国民的イラストレーターとして知られる和田誠
（1936-2019）。膨大で多岐にわたる創作活動の全
貌に迫る初めての展覧会です。本展では、和田誠を
知るうえで欠かせない30のトピックを軸に、83年の
生涯で制作した多彩な作品を紹介します。
● 2022年７月２日（土）～８月28日（日）
● 新潟県立万代島美術館
● 一般850円（前売1,100円）
※�大学・高校生は当日券1,100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27日（月）締切
※先着順で受付（発送は６月中旬より順次）

『ぼくは王さま』（文・寺村輝夫）表紙 
1967 理論社 多摩美術大学アートアーカイヴセンター蔵

©Wada Makoto

ユナイテッド・シネマ映画鑑賞券
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。

映画鑑賞券申込書� 申込先： FAX 025-201-6117

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 日中連絡の取れる電話番号

　　　　　　　　（　　　　　　）

送 付 先：
どちらかに〇

事業所・自宅
住所を必ず記入してください
〒

№ 利用者氏名 年齢 会員番号 券種（どちらかに〇）

１ （申込代表者） 一般券　・　小人券

２ 一般券　・　小人券

３ 一般券　・　小人券

４ 一般券　・　小人券

５ 一般券　・　小人券

＊個人・ご家族でもお申込みいただけます。 合　　計 一般券　�　枚・小人券　�　枚

※必ず利用者・券種・合計枚数をご記入ください
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ナンプレ数字パズル 【6月14日必着】 ニピイFAX 025−201−6117ホッと
一息

・� 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。

ル
ー
ル

合計

解答欄

B

A

C

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名に各種商品券（500円分）をプレゼントします。

ミニ盆栽教室
季節の花木などを使用し、盆栽作りの基本を覚える教室です。
盆栽に興味がある方など、どなたでもご参加ください。
初心者さん大歓迎です。

初心者向け

●①６月30日（木）10：00～　　※各回定員10名（最少実施２名）
②７月２日（土）10：00～　　　所要時間約１時間半程度
希望日時（第２希望以下も指定可）を必ずご記入ください

●新津フラワーランド
●新潟市秋葉区古津891－1
●１名　1,300円（一般料金2,500円）＊現地支払
●会員と登録家族　＊参加は高校生以上、１人１回限り
●６月14日締切　＊案内は当選者のみ６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、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施設へ提供します。

イメージ

事業所名

会員番号 －
会員または家族
氏名

【ニピイへ一言】

送付先に○
事業所／自宅

〒

漢字リレーパズル正解発表
正解者の中から抽選で100名にジェフグルメカード
500円分をプレゼントいたしました。（応募数762件・
正解数749件）
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新潟ろうきん 新潟ろうきん 検 索
ご相談・お問い合わせはこちらから

店舗一覧

70周年記念ロゴ
「結」（ゆい）マーク

創立70周年記念

特別企画

新潟ろうきん
新潟ろうきん70年間の新潟ろうきん70年間の

皆さまへお届けします！
感謝の気持ちを

み
ん
な
で

参
加
し
よ
う！

キャンペーン キャンペーン キャンペーン キャンペーン
ありがとう ローン

ご相談

家計に潤いをお届け

＆ ＆おうえん
つながり

資産づくり ろうきん公式Twitter

フォロー
リツイートリツイート

5月2日（月）～12月30日（金）

実施期間

5月2日（月）～12月30日（金）

実施期間

5月2日（月）～12月30日（金）

実施期間

6月1日（水）～8月31日（水）

実施期間

描いて参加しよう！ 6月1日（水）～9月30日（金）
2022年 2022年

2022年 2022年2022年 2022年2022年 2022年 2022年 2022年

実施期間

詳しくは
コチラから

プレゼントが
もらえる！当たる！4つのキャンペーン

広告

広告
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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
弥彦桜井郷温泉さくらの湯入館料７月１日改定　【P23】　
（改定前）
　◇タオルセット・館内着付き��大人1,000円�/�小人570円
（改定後）
　◇タオルセット・館内着付き��大人1,150円�/�小人650円
　◇タオルセット・館内着なし��大人1,000円�/�小人550円
※�利用補助券の料金変更はありませんが、タオルセット・
館内着は付きません。差額（大人150円�/�小人100円）
支払いで、タオルセット・館内着が付きます。

■６月の慶弔給付金対象者
対象者 ６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（10年） 平成24年６月入社

勤続祝金（15年） 平成19年６月入社

勤続祝金（20年） 平成14年６月入社

勤続祝金（25年） 平成９年６月入社

勤続祝金（30年） 平成４年６月入社

勤続祝金（35年） 昭和62年６月入社

勤続祝金（40年） 昭和57年６月入社

20歳祝金 平成14年６月生まれ

還暦祝金 昭和37年６月生まれ

水晶婚祝金 平成19年６月結婚

銀婚祝金 平成９年６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。

■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。

■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。

■新規入会事業所紹介 （５月入会：３事業所）
・カタノ動物病院� 中央区沼垂東
・（株）サンコスモ� 中央区米山
・（有）篠原染工� 中央区上所上

  次 号 予 告� ※内容は変更になる場合があります。

・メロン産直販売　7/24
・枝豆収穫体験　7/31
・K-POPダンス体験　7/30、8/6
・ホテル日航ランチクーポン
・夏の飲食プラン利用券
・大恐竜展チケット販売

お知り合いの事業所をご紹介ください
日頃よりニピイをご愛顧いただき、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）

■�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します。
■�さらに、その事業所が加入された場合には、�
入会者１人につき1,000円分の商品券をプレ
ゼントします。
≪最大40,000円≫
　�【例】��20人の事業所が入会されますと�

1,000円×20人＝20,000円分�
の商品券をプレゼントします。

新規加入事業所の特典
■新規加入事業所には商品券をプレゼントします。
≪最大30,000円≫
新規入会者数 商品券金額 新規入会者数 商品券金額

�2�名～�5�名様 � 2,000円 31名～40名様 15,000円

�6�名～10名様 � 3,000円 41名～50名様 20,000円

11名～20名様 � 5,000円 51名様以上 30,000円

21名～30名様 10,000円


