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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

●①10月29日（土）10：00～　※各回定員12名（最少実施２名）
②10月30日（日）10：00～　　所要時間約１時間半
③11月 9 日（水）10：00～

●新津フラワーランド　新潟市秋葉区古津891-1
●１名  1,000円（一般料金1,500円）　＊現地支払
●会員と登録家族　＊参加は小学生以上、１人１回限り、応募多数の場合は抽選
●10月16日（日）締切　＊案内は10月18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。
「希望日時（第２希望以下の記入も可）」「当日参加の連絡先電話番号」を必ずご記入ください。 
当選者へのみご案内を送付します。

●持ち物　手袋、エプロン
●材料の取り消しができないため、当選後のキャンセルは参加費（1,000円）をご負担いただきます。
後日、会場へご来店いただければ完成品をお渡しします。

●①11月１日（火）13：00～14：30
②11月６日（日）10：30～12：00

●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　2,400円（通常4,000円）　　● 会員と登録家族　※参加は中学生以上
●各回15名募集（最少実施５名）　＊応募多数の場合は抽選
●10月16日（日）締切　＊案内は10月17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。

●講師　礼法講師　新保朝子さん

会員数 18,473名 ／ 事業所数 1,201事業所

加 入 状 況 （令和４年９月１日現在）

苔玉のサイズ等は使
用する植物によって
異なります。予めご
了承ください。
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  次 号 予 告  ※内容は変更になる場合があります。

・エクセルセミナー　11/26（土）
・こども商品券

・五頭の山茂登クーポン
・新潟市共通商品券

・キラキラマーケットお買い物クーポン
・クリスマスツリー作成キット

102022年
月号

楽しい苔玉作り体験
自分だけのオリジナル苔玉を作ります。
作りながら緑や土をさわって自然を感じ、癒されましょう。

初めてのお香を楽しむ
初心者にも分かりやすく、お香の歴史や知識、香炉の扱い方などを学びます。
ご自宅でもお気軽にお香を楽しんでみませんか。お香のお土産付き。

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

イメージ



ノンブル P2

ユニクロギフトカード  10,000円分
ユニクロギフトカードは、全国のユニクロ店舗、またはオンラインストアで
ご利用いただけます。

●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9,000円（額面10,000円）
●2,000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。
●10月16日（日）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。11月下旬に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。

●有効期限は発行日から３年間　※有効期限後のカードは無効となり、残高の払い戻しはできません。

ユニクロギフトカード申込書  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枚限り）

１ （申込代表者） １枚（額面10,000円）

２ １枚（額面10,000円）

３ １枚（額面10,000円）

４ １枚（額面10,000円）

５ １枚（額面10,000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。

＊個別のカードケースは付きません。

● ご利用は会員・登録家族のみ。
● 本券１枚でロースかつ１枚が

250円で購入可。
● その他の商品には利用不可。
● 他の割引は併用不可。
● 週末は欠品の恐れ有り。

ご予約をお勧めします。

会員番号

利用者氏名

とんかつクーポン
有効期限　R4.10.1～11.30

【注文時に提出、本券１枚でロースかつ１枚限り】

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

注）未記入の券は利用不可

ご予約承ります

こうえつ  イオン新潟西店
℡.025-233-0611

こうえつ  イオンスタイルラブラ万代店
℡.025-243-7510

こうえつ  イオン県央店
℡.0256-66-0686

葵 光 悦  イオン村上東店
℡.0254-53-7201

● ご利用は会員・登録家族のみ。
● 本券１枚でロースかつ１枚が

250円で購入可。
● その他の商品には利用不可。
● 他の割引は併用不可。
● 週末は欠品の恐れ有り。

ご予約をお勧めします。

会員番号

利用者氏名

とんかつクーポン
有効期限　R4.10.1～11.30

【注文時に提出、本券１枚でロースかつ１枚限り】

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

注）未記入の券は利用不可

ご予約承ります

こうえつ  イオン新潟西店
℡.025-233-0611

こうえつ  イオンスタイルラブラ万代店
℡.025-243-7510

こうえつ  イオン県央店
℡.0256-66-0686

葵 光 悦  イオン村上東店
℡.0254-53-7201

● ご利用は会員・登録家族のみ。
● 本券１枚でロースかつ１枚が

250円で購入可。
● その他の商品には利用不可。
● 他の割引は併用不可。
● 週末は欠品の恐れ有り。

ご予約をお勧めします。

会員番号

利用者氏名

とんかつクーポン
有効期限　R4.10.1～11.30

【注文時に提出、本券１枚でロースかつ１枚限り】

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

注）未記入の券は利用不可

ご予約承ります

こうえつ  イオン新潟西店
℡.025-233-0611

こうえつ  イオンスタイルラブラ万代店
℡.025-243-7510

こうえつ  イオン県央店
℡.0256-66-0686

葵 光 悦  イオン村上東店
℡.0254-53-7201
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こうえつの肉厚とんかつクーポン
全国チェーンのとんかつフライ専門店こうえつで自慢の逸品を特別価格にてご提供。
美味しいとんかつを大変お安く食べられるこの機会をお見逃しなく！

●令和４年10月１日（土）～11月30日（水）まで　 ● ご利用は、会員と登録家族
●１会員３枚まで　＊譲渡・再発行不可　 ● ロースかつ１枚250円（一般価格470円税込み）
●下のクーポン券に必要事項をご記入のうえ、注文時に提出。
本券１枚でロースかつ１枚を250円で購入できます。【テイクアウトのみ、ご予約可】

● 契約店舗 こうえつ イオンスタイルラブラ万代店（中央区万代） TEL 025-243-7510
こうえつ イオン新潟西店（西区小新南） TEL 025-233-0611
こうえつ イオン県央店（燕市井土巻） TEL 0256-66-0686
葵 光 悦 イオン村上東店（村上市仲間町200） TEL 0254-53-7201

ニピイ会員限定
プラス270円（合計520円）でお弁当に！

ご家族・会合のお食事に!!

毎年大好評!



ノンブル P3

●クーポン利用料金の適用は会員および登録家族に限る　その他の方は同伴者料金で利用可
●本券１枚でクーポン料金適用は１名のみ、同伴者料金適用は４名まで　●各種割引との併用不可
●未就学児は大人１名に対して１名まで無料
●本券は下記施設のみ有効
　苗場スキー場（ドラゴンドラ）　 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202 TEL.025-789-4117

（営）9：00～15：00（下り最終16：00）

会員番号

利用者氏名

有効期限
R4.10.8～11.6

【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

ドラゴンドラ乗車クーポン（往復券）
＊下記に記入のない場合は使用できません

＊購入時、売場に提出
＊同伴者の記名は不要

通常料金 クーポン利用料金 同伴者料金（４名まで）
10/8～14 10/15～11/6 10/8～14 10/15～11/6

大　人　3,500円 2,700円 2,900円 3,000円 3,200円
小学生　2,000円 1,200円 1,400円 1,500円 1,700円

● 10月８日（土）～11月６日（日）まで　
● 運行時間　９：00～15：00（下り最終 16：00）
● クーポン利用料金の適用は会員および登録家族に限る。 

その他の方は同伴者料金で利用可。
＊クーポンの対象は小学生以上（未就学児は大人１名に対して１名まで無料）

● 本券１枚でクーポン料金適用は１名のみ、同伴者料金適用は４名まで。
● １会員２枚限り

＊紛失･追加等による再発行はしません。＊各種割引との併用は不可。
● 料金についてはクーポン内の料金表をご覧ください。
● クーポン券に必要事項を記入のうえ、購入時に売場に提出。
● 紅葉のピーク時および土・日・祝日は大変混雑するため、スケジュールをご調整のうえお出かけください。

混雑状況は苗場ドラゴンドラHPでご確認いただけます。
● 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。
苗場スキー場（ドラゴンドラ）
新潟県南魚沼郡湯沢町三国202 TEL.025-789-4117

● Ａ 11月 6 日（日） Ｂ 11月 9 日（水）
Ｃ 11月13日（日） Ｄ 11月16日（水）
Ｅ 11月20日（日） Ｆ 11月23日（水･祝）
Ｇ 11月27日（日） Ｈ 11月30日（水）

● 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

＊小学生は保護者の付き添いが必要
● １名2,400円（受講料、材料費込み、一般参考料金4,000円）
● 10月17日（月）締切　＊案内は10月20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よりお申込ください。

「希望日」 「参加当日の連絡先電話番号」をご明記ください。
（２）締切後、当選者へ参加案内・参加費振込用紙を送付します。

● 講師　フレンズ　石川じゅんこ さん

ドラゴンドラ乗車クーポン（往復券）
苗場プリンスホテルのある「苗場高原」と山頂に広がる「田代高原」を結ぶ日本最長のゴンドラ。
道のり約5.5km、標高差約430mをアップダウンを繰り返しながら進むスリルと迫力はまさに圧巻。
四季の移ろいを感じる空旅はいかがですか。

季節を感じる秋のギャザリング
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♪
今回は秋の花々を使って作ります。

イメージ

希望日（第２希望以下の指定も可）
をご明記ください

＊同じ内容で８回開催、各回定員５名
　いずれも10：30～12：00

鉢サイズ：W275×D190×H165
苗は旬の素材を使用するため仕入
状況によります。

イメージ

●クーポン利用料金の適用は会員および登録家族に限る　その他の方は同伴者料金で利用可
●本券１枚でクーポン料金適用は１名のみ、同伴者料金適用は４名まで　●各種割引との併用不可
●未就学児は大人１名に対して１名まで無料
●本券は下記施設のみ有効
　苗場スキー場（ドラゴンドラ）　 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202 TEL.025-789-4117

（営）9：00～15：00（下り最終16：00）

会員番号

利用者氏名

有効期限
R4.10.8～11.6

【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

ドラゴンドラ乗車クーポン（往復券）
＊下記に記入のない場合は使用できません

＊購入時、売場に提出
＊同伴者の記名は不要

通常料金 クーポン利用料金 同伴者料金（４名まで）
10/8～14 10/15～11/6 10/8～14 10/15～11/6

大　人　3,500円 2,700円 2,900円 3,000円 3,200円
小学生　2,000円 1,200円 1,400円 1,500円 1,700円

←紅葉状況はこちらからアクセス



service center news 　4

ノンブル P4

● 10月30日（日）
　■希望の収穫時間帯を第二希望まで記入してください。
　　Ａ  8 ：00～ 9 ：00　　Ｂ  9 ：00～10：00
　　Ｃ 10：00～11：00　　Ｄ 11：00～12：00

●新潟市西区神山「太田農園だいこん畑」　　● 会員と登録家族
●200組（家族）　各収穫時間毎に50組（家族）
※応募多数の場合は抽選となります。

●１家族　500円　※ １家族「だいこん」10本まで収穫できます。 
■参加費は当日、太田農園さんへお支払いください。

●10月14日（金）締切　　案内は当選者のみ10月19日（水）発送予定。※選外の通知はありません。
●利用ガイド巻末「イベント申込用紙」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。
<注意事項>
お申し込みは１枚の申込書につき、１会員（登録家族）とさせていただきます。複数会員での申し込みはお受けできません。

収穫体験  だいこん抜き
赤塚の白首大根は、練馬大根や三浦大根などに代表される辛い大根で辛さが必
要な「大根おろし」や「漬け物」などに適しています。また、また、加熱すること
で甘味が増すので「おでん」でも美味しく食べることができます。

イメージ

●10月27日（木）～12月20日（火）
週１回×８回コース（途中に休講日あり）

●山木戸サンライズゴルフセンター（東区山木戸1500-1）
●ご参加は会員と登録家族　＊対象は大人のみ
●１名15,890円（一般参考20,000円） ＊現地支払
＊練習ボールは別途（１回500円～1,000円程度）

●計40名募集（定員になりしだい締切）
●受講希望者は、施設へ直接、受講申込みをしてください。
予約先：山木戸サンライズゴルフセンター（TEL.025-274-2427）
＊予約の際は「ニピイ会員であること」をお申し出ください。
予約後、施設へ持参する「受講補助券」をニピイへ申請します。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、受講補助券をお申込みください。
初回レッスン日に受講補助券を施設へ提出し、参加費をお支払いください。

初・中級ゴルフ教室（８回コース）
● クラス  ＊都合で受講できない場合は振替受講可（要予約）
曜　日 木曜日 金曜日 土曜日 火曜日
開講日 10/27 10/28 10/29 11/1

時　間 18：30～ 18：30～ 13：00～ 18：30～
19：30～ 18：30～ 19：30～

定員内であれば２週目以降からの参加も可能です
● 講　師　 井上 星一郎氏 

日本プロゴルフ協会ティーチングプロ
● 持ち物　 グローブ、運動のできる服装、 

運動靴、タオル等

●①11月２日（水）13：30～15：00
②11月５日（土）13：30～15：00

●亀田市民会館　１Ｆ会議室
　新潟市江南区船戸山５-７-２　Ⓟあり

●１名　1,500円（通常3,000円）　　● 会員と登録家族
●各回20名募集（最少実施５名）　＊応募多数の場合は抽選
●10月16日（日）締切　＊案内は10月18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。

パーソナルカラーで魅力アップ！
パーソナルカラーとは、持って生まれた肌や瞳の色などに似合う色のことを言います。
パーソナルカラーを学んで魅力アップ！

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

講師　イメージワン　関口京花さん



ノンブル P5

モスチキンチケット（２枚組）
全国のモスバーガー店舗で使えるモスチキンパック（５本入り）引換券を２枚セットで販売します。

● 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2,000円（モスチキン５本×２枚、通常2,800円）　＊個別封筒は付きません
● 引換期間【2022年12月１日（木）～2023年２月28日（火）】
● 1,000セット募集　応募多数の場合は抽選

＊抽選の場合、同一申込書内で抽選結果が分かれる場合があります。
● 10月14日（金）締切（必着） ＊当選後のキャンセルは不可（選外通知なし）
● 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。11月末、当選者へ引換券を発送します。

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。
● 県外の一部店舗では使えません。持ち帰り専用です。モスネット注文では利用できません。100円クーポン付き（特典）

モスチキンチケット申込書 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 （モスチキン５本×２枚）

２ １セット （モスチキン５本×２枚）

３ １セット （モスチキン５本×２枚）

４ １セット （モスチキン５本×２枚）

５ １セット （モスチキン５本×２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。

チケットイメージ

●新潟ドーム スラッガーズパーク
　西区小新南２-８-37　TEL.025-201-5363
　営平日11:00～22:00 土日祝10:00～22:00
　早朝営業もあり 詳しくはHPまたはお問合せを

会員番号

利用者
氏名

利用期間
R4.10.1土～12.30金

【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

バッティング・ピッチング・サッカー共通券
２ゲーム300円（通常500円）

・ 未記入の券は利用不可
・ 会員･登録家族のみ利

用可
・ 本券１枚で２ゲーム券

500円を300円で購入
可能（１枚限り）

・ 他割引との併用不可

新潟ドーム スラッガーズパーク

●新潟ドーム スラッガーズパーク
　西区小新南２-８-37　TEL.025-201-5363
　営平日11:00～22:00 土日祝10:00～22:00
　早朝営業もあり 詳しくはHPまたはお問合せを

会員番号

利用者
氏名

利用期間
R4.10.1土～12.30金

【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

バッティング・ピッチング・サッカー共通券
２ゲーム300円（通常500円）

・ 未記入の券は利用不可
・ 会員･登録家族のみ利

用可
・ 本券１枚で２ゲーム券

500円を300円で購入
可能（１枚限り）

・ 他割引との併用不可

新潟ドーム スラッガーズパーク

新潟ドーム スラッガーズパーククーポン
屋内ドームでバッティング、ピッチング・サッカー（的当て）が楽しめます！
日頃の運動不足・ストレス解消に、お子様からシニアの方までお気軽にご利用ください。

● 令和4年10月１日（土）～12月30日（金）
● 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しません
● クーポンに必要事項をご記入のうえ、切り取ってお使いください。

１枚で１名のみ、通常500円のプレイ料金が300円でお楽しみいただけます。
● 西区小新南２-８-37　TEL.025-201-5363　Ⓟあり

営平日11：00～22：00　土日祝10：00～22：00

◆２ゲームで300円（通常500円）
　・バッティング
　・パーフェクトピッチング（的当て）
　・パーフェクトサッカー（的当て）

ニトリ

ダムズ
国道116号新潟西バイパス

イオン新潟西店

知遊堂

東京インテリアマクドナルド スターバックス

新潟ドーム

亀貝
I.C

小新
I.C
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－画業50年のあゆみ－  黒井健  絵本原画展
新潟市出身の絵本画家、黒井健さんの画業50周年を記念する展覧会を開催します。黒井さんは
『ごんぎつね』や『手ぶくろを買いに』、『ころわん』シリーズなど300冊以上の絵本や児童文学の挿
絵を手掛けてきました。本展では代表作のほか、初期の貴重なカットから新作絵本の原画まで
約230点を展示、幅広い世代から愛されてきた作品の魅力に迫ります。
● 2022年10月29日（土）～12月25日（日）
● 新潟市新津美術館
● 一般640円（前売800円）200枚
※ 大学･高校生は当日券800円ですが、 
一般券のお申込みが可能です。
※中学生以下無料

● 10月19日（水）締切
※先着順で受付（発送は締切後順次）

劇団四季ファミリーミュージカル『人間になりたがった猫』
魔法で人間になった猫・ライオネルが、さまざまな人々との出会いを通
して、人間の素晴らしさ、命や仲間の大切さを知っていく心温まる物語。
● 2022年11月12日（土）14：00開演
● 長岡市立劇場・大ホール
● 全席指定Ｓ席3,150円（一般3,500円） 
Ｓ席高校生以下1,800円（一般2,000円） 
計20枚

● 10月16日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※２歳以下入場不可、３歳以上有料
※希望の券種をご記入ください

藝大フィルハーモニア管弦楽団 ニューイヤーコンサート2023
東京藝術大学所属のプロフェッショナル・オーケストラ“藝
大フィルハーモニア管弦楽団”と、長岡市出身の鈴木愛美
（ソプラノ）、小山裕幾（フルート）、大瀧拓哉（ピアノ）が
ゲスト出演する豪華なコンサート。
● 2023年１月８日（日）14：00開演
● 長岡市立劇場・大ホール
● 全席指定Ｓ席4,500円（一般5,000円） 
全席指定Ａ席2,700円（一般3,000円）各20枚

● 10月16日（日）締切
※ 応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児入場不可
※希望の券種をご記入ください

デリシャスパーティ♡プリキュア ドリームステージ♪
● 2023年１月９日（月・祝） 
①10：30／②14：00

● 新潟テルサ
● 全席指定3,050円（前売3,800円） 
各20枚

● 10月16日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※３歳以上有料
※ ２歳以下の膝上鑑賞無料（１名につき 
１名まで。席が必要な場合は有料）
※希望の公演日時をご記入ください

桂文珍  独演会
● 2023年１月15日（日）13：00
● 新潟県民会館
● 全席指定3,420円（一般3,800円）20枚
● 10月16日（日）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※未就学児入場不可

ネットバンキングや 
ATMで支払う場合

■  「会員本人の名前」でお振込みください 
家族や代理人の名前では会員の特定ができず、未納扱いと
なってしまいます。

■  振込用紙の「摘要の数字を入力」ください 
例）22 53099-0123 のように数字がありますので、なるべ
く入力してください。

■  「手数料は差引かない」でお振込みください

『手ぶくろを買いに』より　ⒸKen　Kuroi

ハイタッチはお見送り会になる場合もあります

■ご利用は会員と登録家族のみ、お１人１枚まで
■ 利用ガイド巻末「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。申込
内容に記入もれがある場合は受付できません。

注） 締切後のキャンセルや追加はお受けできません。不明な点は
事前にご確認ください▶席次は販売元からの配券によるため
ご要望にそえません。（車椅子席取扱いは販売店のみ）▶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▶購入したチケットは延期・中止の場合でも捨てな
いでください。（返金対象となった場合に必要）

■チケット発送＆代金の支払いについて
　 期間チケットは発送開始日以降に先着順で発送します。
　 抽選チケットは締切後10日以内に当選者のみ案内を送付
し、公演の１週間前までにチケットの現物を送付します。
　 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
ますので、３週間以内に指定銀行窓口でお支払いください。

チケット斡旋

　　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円分の商品券を進呈します。
■ 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
進呈します。

≪上限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 
の商品券を進呈します。

新規加入事業所の特典
■新規加入事業所には商品券を進呈します。
≪上限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
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漢字リレーパズル 【10月19日必着】 ニピイFAX 025−201−6117

【例】のように、リストの漢字を使って三字熟語を作ってください。矢印でつながっているマスには同じ漢字が入ります。
最後まで使わずにリストに残った、２つの漢字でできる熟語が答えです。

ホッと
一息

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】

解答

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
にジェフグルメカード500円
分をプレゼントします。

ナンプレ 数字パズル 正解発表
正解者の中から抽選で100
名に商品券500円分をプレ
ゼントしました。
（応募数636件・正解数608件）

B

C

A

■10月の慶弔給付金対象者
対象者 10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）
・勤続祝金（15年）
・勤続祝金（20年）
・勤続祝金（25年）
・勤続祝金（30年）
・勤続祝金（35年）
・勤続祝金（40年）
・20歳祝金
・還暦祝金
・水晶婚祝金
・銀婚祝金

平成24年10月入社
平成19年10月入社
平成14年10月入社
平成９年10月入社
平成４年10月入社
昭和62年10月入社
昭和57年10月入社
平成14年10月生まれ
昭和37年10月生まれ
平成19年10月結婚
平成９年10月結婚

＊�他給付金は事由発生の都度ご請求ください。

■10月は第３期（10～12月分）の会費引落月です
10月31日（月）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。なお、会費が未納
だ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。

■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。

■個人情報の取扱いについて
参加者の個人情報は必要な範囲において主催者等へ提供す
る場合があります。（事業実施の目的以外に使用することは
ありません。）

■普通郵便の配達について
ニピイの利用券等は普通郵便で発送していますが、土曜・
日曜・祝日は郵便の配達がされません。その点をご考慮い
ただき、余裕をもってお申込みください。

■利用ガイドブック掲載内容の変更
　・日帰り温泉じょんのび館　利用券の料金変更
　　　大人480円→680円  小学生200円→300円
　・安田温泉やすらぎ　利用券の料金変更なし
　　　サービスの変更　タオルセット あり → なし
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※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。※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9月1日現在。お申込時に会員証をご提示ください

マイカーローン
便利でラクラク、あなたのカーライフを応援！ 合格前からのご相談・事前申込OK！

1.60生活応援
金利

年
～
%
（変動金利） 1.70年 %

（変動金利）

※そのつど借入型（カード型）で専用カード利用期間中については融資金利に含まれています。

自動車に関する幅広いお使いみちに対応！
自動車購入

免許の取得

修理

車検

カー用品の購入

クレジットなどの借換え

ご利用いただいたマイカーローン1件につき100円を、
当金庫が公益財団法人新潟県交通遺児基金に寄付します。

2.30年 %（変動金利）

【通常金利】

ご融資金額は
最高1,000万円

保証料0円
（ろうきん負担）最長10年返済！

1.80生活応援
金利

年
～
%
（変動金利） 1.90年 %

（変動金利）

教育費全般の幅広いお使いみちに対応！

受験費用

授業料

入学金

留学費用

入居先の
敷金・家賃など
他金融機関の

教育ローンからの借換え

2.68年 %（変動金利）

【通常金利】

ご融資金額は
最高2,000万円

保証料0円
（ろうきん負担）最長20年返済

の金利引き下げ！ろうきんローンの金利引き下げ！ろうきんローン
教育ローン

※

etc.

ご相談・お問い合わせは
こちらから

新潟ろうきん
新潟ろうきん 検 索

店舗一覧

みんなで参加しよう！ 詳しくは
コチラから

特 別 企 画

創立70周年

70周年のありがとう各種キャンペーン実施中！

広告

広告


