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｜ W
eb申込はこちら｜二ピイ

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

会員数 18,437名 ／ 事業所数 1,199事業所

加 入 状 況 （令和４年11月１日現在）

  次 号 予 告� ※内容は変更になる場合があります。

・フラワーアレンジメント体験　12月22日、12月25日
・コーヒーセミナー　12月21日、25日、26日

・スキーリフト利用券
・しめ縄飾り作成キット

・ハッピークリスマスクーポン

112022年
月号

松ぼっくりツリー作成キット 〜おうち時間を楽しもう〜
マックコーンという７～10㎝程度の大きな松ぼっくりに木の実やプリザー
ブドの杉、アートの実ものなどをご家庭の木工用ボンドで貼り付けるだけで
簡単にお作りいただけます。
作り方は説明書や動画で確認しながら作成できます。

●１セット　600円　（一般料金1,200円）
●会員と登録家族　＊１会員につき１セットまで
●100セット募集　＊応募多数の場合は抽選
●11月15日（火）締切　＊11月末までに発送予定（選外通知なし）
●（１）�利用ガイド巻末「イベント申込書」に必要事項を記入し、FAXまたはWeb

よりお申込みください。
（２）�締切後、当選者へ作成キット・参加費振込用紙を送付します。
（３）�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。
＊�作成キット発送のため、当選後のキャンセルはできません。ご了承いただけ
る方のみご応募ください。

●作家　le�repos�d'un�ange　町原さん

イメージ

イメージ

出来上がりサイズ　
プレートサイズ10cm
高さ９～13cm程度

＊�細かなパーツは
変更になる場合
もあります。

Excel 半日セミナー【関数編】
Excelを使って、関数を学びましょう。
関数に苦手意識を持っている方におすすめなコースです。
入力時に便利な条件付き書式等の設定もご紹介します。

仕事で使える！

●①11月26日（土）�13：00～17：00
②11月30日（水）�13：00～17：00

●スタッフエースビジネススクール　新潟万代校
新潟市中央区万代１丁目６番１号
万代シテイバスセンタービル４階　万代テラス内

●ご参加は会員と登録家族
＊データ入力、SUM関数ができる方が対象

●各回15名募集（最少実施６名）　＊応募多数の場合は抽選
●１名3,300円（プリントテキスト代込、一般参考料金6,600円）
＊プリントテキスト付　＊現地支払

●11月14日（月）締切　＊案内は11月16日発送予定（選外通知なし）
●（１）「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。

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。
（２）締切後、当選者へ参加案内を送付します。

Menu
・関数の入力方法� ・IF関数
・VLOOKUP関数� ・SUMIF関数
・COUNTIF関数� ・表示書式（ユーザー定義）
・シートの保護
・�セルの書式設定（入力書式・条件付き書式）
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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　先着順ではありません。締切日までにお申込みください。
●11月14日（月）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。12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。

新規加盟店 �スーパースポーツゼビオ、蔦屋書店、ココカラファイン、ツルハドラッグ、ドラッグトップス�など

新潟市･佐渡市共通商品券申込書　� 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）

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。

＊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。

いくとぴあ
食花直売所 キラキラマーケットお買い物クーポン
キラキラマーケットは「農家とお客さまをつなぐ。」を大切にした、農産物を販売する直売所です。
お得なクーポンを利用して、新鮮地場産農産物をいただきましょう！

●令和４年11月１日（火）〜令和５年１月31日（火）の期間でご利用ください
＊第２（火）定休日、年末年始休業（12/31〜1/3）

●ご利用は、会員と登録家族に限ります
●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
●上の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。
●1,000円以上のお会計１回に付き、300円引きクーポンを１枚利用いただけます。（複数枚の利用は不可）

店内には旬の野菜が並びます

中央区清五郎336　TEL.025-384-8487
営業時間�10：00〜18：00（季節･イベントにより変更有）��第２㈫定休日��年末年始休業
Ⓟ有り、90分まで無料　　＊マーケット内ジェラート店では使えません。

JA新潟市�直売所／いくとぴあ�食花

会員番号

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

1,000円以上のお会計1回につき300円引き
利用期間  R4.11.1㊋～R5.1.31㊋　  

●ご利用は会員･登録家族に限ります
●1,000円以上のお会計１回に１枚適用可
●本券１枚で300円引き　●12/31～1/3休業

●キラキラマーケット
　中央区清五郎 336
　TEL.025-384-8487
　□営10:00 ～ 18:00（変更あり）
　Ⓟ90分無料　第２㊋定休

お買い物クーポン

譲渡・コピー不可

※ 欄内に記入のない券は利用できません

会員番号

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

1,000円以上のお会計1回につき300円引き
利用期間  R4.11.1㊋～R5.1.31㊋　  

●ご利用は会員･登録家族に限ります
●1,000円以上のお会計１回に１枚適用可
●本券１枚で300円引き　●12/31～1/3休業

●キラキラマーケット
　中央区清五郎 336
　TEL.025-384-8487
　□営10:00 ～ 18:00（変更あり）
　Ⓟ90分無料　第２㊋定休

お買い物クーポン

譲渡・コピー不可

※ 欄内に記入のない券は利用できません

会員番号

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

五頭の山茂登  新潟店
新潟市中央区鳥屋野447-1

TEL025-280-1600

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。
●各種割引との併用はできません。
●本券１枚につき１名限り有効。
●本券は右記店舗のみ有効です。

五頭の山茂登
お食事クーポン

1,000円(税込)以上ご注文で400円割引

譲渡・コピー不可

＊ 左記に記入のな
い場合は使用で
きません

※注文時に提出

利用期間
R4.11.1（火）
～R5.2.28（火）

除外日
12/31、1/1



会員番号

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

五頭の山茂登  新潟店
新潟市中央区鳥屋野447-1

TEL025-280-1600

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。
●各種割引との併用はできません。
●本券１枚につき１名限り有効。
●本券は右記店舗のみ有効です。

五頭の山茂登
お食事クーポン

1,000円(税込)以上ご注文で400円割引

譲渡・コピー不可

＊ 左記に記入のな
い場合は使用で
きません

※注文時に提出

利用期間
R4.11.1（火）
～R5.2.28（火）

除外日
12/31、1/1

コロナに負けるな！応援価格

こども商品券5,000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4,100円（額面500円×10枚、5,000円分）
●800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。
●11月16日（水）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。
12月上旬、事業所宛に郵送または宅配便で発送します。
到着後、同封の振込用紙で３週間以内に代金をお振込みください。
おもちゃ屋、百貨店やスーパーのおもちゃ売場・ベビー子供用品・文具売場でご利用
いただけます。使えるお店（売場）の詳細はHPで　http://www.toycard.co.jp/

有効期限は2027年12月31日です。
額面未満のご利用にはおつりは出ません。

№ 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（500円券×10枚）

２ １セット（500円券×10枚）

３ １セット（500円券×10枚）

４ １セット（500円券×10枚）

５ １セット（500円券×10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。

こども商品券申込書 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
〒

このマークのある
お店（売場）で使えます！

会員番号

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

1,000円以上のお会計1回につき300円引き
利用期間  R4.11.1㊋～R5.1.31㊋　  

●ご利用は会員･登録家族に限ります
●1,000円以上のお会計１回に１枚適用可
●本券１枚で300円引き　●12/31～1/3休業

●キラキラマーケット
　中央区清五郎 336
　TEL.025-384-8487
　□営10:00 ～ 18:00（変更あり）
　Ⓟ90分無料　第２㊋定休

お買い物クーポン

譲渡・コピー不可

※ 欄内に記入のない券は利用できません

五頭の山茂登  お食事クーポン
●クーポン利用期間　�令和４年11月１日（火）～令和５年２月28日（火）まで�

除外日　12月31日、１月１日
●ご利用は会員と登録家族
●１会員２枚限り　＊紛失・追加等による追加発行はいたしません。
●クーポン券１枚につき、1,000円(税込)以上ご注文で400円引きとなります。
●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。
他の割引との併用は不可です。(注文時に提出)
＊�期間中は混雑が予想されます。満席の場合は、お待ちいただく可能性がありますので、�
ご予約をおすすめします。
＊�テイクアウト利用の場合は、事前に店舗へ電話予約してください。�
「ニピイクーポンを利用します」と必ずお伝えください。

●五頭の山茂登��新潟店　�新潟市中央区鳥屋野447-1　TEL.025-280-1600

会員番号

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

五頭の山茂登  新潟店
新潟市中央区鳥屋野447-1

TEL025-280-1600

●ご利用は会員本人および登録家族に限ります。
●各種割引との併用はできません。
●本券１枚につき１名限り有効。
●本券は右記店舗のみ有効です。

五頭の山茂登
お食事クーポン

1,000円(税込)以上ご注文で400円割引

譲渡・コピー不可

＊ 左記に記入のな
い場合は使用で
きません

※注文時に提出

利用期間
R4.11.1（火）
～R5.2.28（火）

除外日
12/31、1/1

五目釜めし

テイクアウトOK
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＊ 左記に記入のない場合は
使用できません

※入園時に提出
会員番号

利用者
氏名 ● ご利用は会員および登録

家族に限る
● 本券１枚で１名のみ、各

種割引との併用不可
● 本券は左記施設のみ有効

いくとぴあ 食花　キラキラガーデン
新潟市中央区清五郎336番地　TEL.025-282-4181

【イルミネーション点灯時間】17:00～20:00（最終入園19:30）
※12月は21:00まで延長(最終入園20:30)

【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

いくとぴあ食花 冬の
イルミネーション 入園クーポン

大人（高校生以上）入園料300円

■期間
R4.11.19（土）～
R5.1.9（月·祝）

（12/31·1/1を除く）

＊ 左記に記入のない場合は
使用できません

※入園時に提出
会員番号

利用者
氏名 ● ご利用は会員および登録

家族に限る
● 本券１枚で１名のみ、各

種割引との併用不可
● 本券は左記施設のみ有効

いくとぴあ 食花　キラキラガーデン
新潟市中央区清五郎336番地　TEL.025-282-4181

【イルミネーション点灯時間】17:00～20:00（最終入園19:30）
※12月は21:00まで延長(最終入園20:30)

【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

いくとぴあ食花 冬の
イルミネーション 入園クーポン

大人（高校生以上）入園料300円

■期間
R4.11.19（土）～
R5.1.9（月·祝）

（12/31·1/1を除く）

●令和４年11月19日（土）〜令和５年１月９日（月・祝）　＊除外日　12月31日、１月１日
●会員と登録家族　＊クーポン券の対象は高校生以上
●１会員２枚限り　＊紛失･追加等による再発行はしません。
●入園料　高校生以上300円（通常料金500円）
＊小中学生は通常料金300円、未就学児無料で入園できます

●クーポン券に必要事項をご記入のうえ、入園時にご提示ください。
＊他の割引等併用不可

●Ⓟ有り、90分まで無料（イルミネーション入園時、駐車券提示で更に90分無料）

いくとぴあ食花 冬のイルミネーション入園クーポン
冬のイルミネーションのテーマは「希望の光」
すべての人々の幸せと平和を願い、キラキラガーデンを希望の光で彩ります。
煌びやかな光に包まれながら、素敵な時間を大切な人と一緒にお過ごしください。

いくとぴあ 食花　キラキラガーデン
新潟市中央区清五郎336番地��TEL.025-282-4181

【イルミネーション点灯時間】
17:00〜20:00（最終入園19:30）

※12月は21:00まで延長（最終入園20:30）

間違い探し〜間違いはいくつ？〜 【11月17日必着】
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名にクオカード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。

ニピイFAX
025−201−6117

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 解答欄

ホッと
一息

イメージ

事業所名 送付先に○
事業所／自宅

【ニピイへ一言】

会員番号 － 〒

会員または家族
氏名
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＊ 左記に記入のない場合は
使用できません

※入園時に提出
会員番号

利用者
氏名 ● ご利用は会員および登録

家族に限る
● 本券１枚で１名のみ、各

種割引との併用不可
● 本券は左記施設のみ有効

いくとぴあ 食花　キラキラガーデン
新潟市中央区清五郎336番地　TEL.025-282-4181

【イルミネーション点灯時間】17:00～20:00（最終入園19:30）
※12月は21:00まで延長(最終入園20:30)

【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

いくとぴあ食花 冬の
イルミネーション 入園クーポン

大人（高校生以上）入園料300円

■期間
R4.11.19（土）～
R5.1.9（月·祝）

（12/31·1/1を除く）

漢字リレーパズル正解発表
正解者の中から抽選で100名に商品券500円分をプレ
ゼントいたしました。（応募数766件・正解数761件）

結成10周年 徳永兄弟コンサートホールツアー2022 
フラメンコギター・コンサート NEO FLAMENCO 
新潟市生まれ！「100年に一度の原石」と称され、日本とスペインを行き来し様々な舞台
にて活躍。フラメンコ界の未来を切り開く徳永兄弟の新しき音楽への挑戦！
出演：［フラメンコギター］徳永兄弟（徳永健太郎・徳永康次郎）／［パーカッション］KAN
曲目：�チック・コリア：SPAIN／ビゼー：「カルメン」より／徳永兄弟：Viajero�del�

alma�魂の旅人／徳永兄弟：Buleria�de�Padre�ブレリアデパドレ�ほか
　　　※曲目は変更になる可能性があります。
● 2022年12月14日（水）19：00
● りゅーとぴあ・コンサートホール
● 全席指定3,600円（一般4,000円）20枚
● 11月15日（火）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　※小学生以上有料

沢田研二 LIVE 2022-2023 「まだまだ一生懸命」
【バンドメンバー】
柴山和彦(G)／依知川伸一(Ba)／高見一生(G)／平石正樹(Drs)／�
斎藤有太(Key)／すわ親治(Cho)／山崎イサオ(Cho)
● 2023年２月12日（日）18：00
● 新潟県民会館
● 全席指定7,920円（一般8,800円）20枚
● 11月15日（火）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
※小学生以上有料
※開演時間は変更の可能性あり
※後日長岡公演のご案内予定あり（情報未定）

■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

■11月の慶弔給付金対象者
対象者 11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11月入社
平成19年11月入社
平成14年11月入社
平成９年11月入社
平成４年11月入社
昭和62年11月入社
昭和57年11月入社
平成14年11月生まれ
昭和37年11月生まれ
平成19年11月入籍
平成９年11月入籍

＊�他給付金は事由発生の都度ご請求ください。

■利用ガイドブック掲載内容の変更
・新潟交通くれよん万代　パック旅行３%割引（P11）
　　変更前　会員と登録家族
　　変更後　会員と登録家族(会員参加が条件)

事務局からのお知らせ

■新規入会事業所紹介 （10月入会：１事業所）
・畠山不動産（株）� 北区笠柳

■新規提携店のご案内
明治開発有限会社
　会員証提示で不動産仲介手数料10%値引き
　新潟市中央区花町2067　TEL.025-229-1180
（株）白根大郷梨中村観光果樹園
　会員証提示でフルーツ狩り・直売料金10%値引き
　新潟市南区大郷1736-1　TEL.025-362-5706

■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。）

サービスセンター杯 ロングランゴルフコンペ
入賞おめでとうございます。

77名の方からエントリーいただきました。

順　位 競技者名 グロス ネット
優　勝 西山  太さん  93 67.4
準優勝 真島  英一さん 104 68.8
３　位 鈴木  政則さん  80 70.4
４　位 武田  秀俊さん  93 70.6
５　位 木竜  栄さん  92 71.2
６　位 近藤  盛弥さん  86 71.6
７　位 太古  百合子さん 110 71.6
８　位 堀川  晃さん  86 71.6
９　位 西山  勉さん  89 73.0
10　位 渡辺  裕一さん  94 73.2

ベストグロス賞 鈴木  政則さん  80 70.4

イベント結果報告 ９月１日～９月29日
紫雲ゴルフ倶楽部  飯豊コース
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～ろうきん教育ローンで生活応援 ～ニピイ会員証の
ご提示で

ろうきん教育ローンの金利引下げ！
●ご融資金額／最高2,000万円 ※ネットカンタン仮申込でのお申込は、1,000万円までとなります。1,000万円を超えるお申込は店頭でご相談ください。 ●ご返済期間／最長20年
●担保／不要 ●保証／保証機関の保証（保証料はろうきん負担） ※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。
●保険／団体信用生命保険付（保険料はろうきん負担） ※そのつど借入型（カード型）については、専用カード利用期間満了後付保いたします。

※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10月1日現在

年1.8%～年1.9%（変動金利） （変動金利）生活応援
金利 【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）
【通常金利】

年2.68%（変動金利）

出費が重なる
在学中は

利息返済のみ
でOK！

最長20年返済
だから

毎月の返済額が
コンパクトに！

授業料はもちろん
仕送りや家賃

でのご利用もOK！
生活応援
ポイント

志望校決定前の
 ご相談・お申込

OK！

本申込みではありませんのでお気軽にご利用ください。

まずは24時間受付で
審査もスピーディーな

仮申込で！
ネットカンタン

審査結果
ご連絡後の
キャンセルも
ＯＫ！

特 別 企 画創立70周年 詳しくは
コチラから
▼

これからご利用の
方も！

みんなで
参加しよう！

ご利用中の方も！

各種キャンペーン実施中！70周年のありがとう
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

広告

広告

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）
■�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、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《上限40,000円》を進呈します。

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《上限30,000円》の商品券を進呈
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。


