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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 18,460名／事業所数 1,201事業所
加 入 状 況 （令和４年11月１日現在）

122022年
月号

お正月しめ縄飾り作成キット ～おうち時間を楽しもう～
藁ルックしめ縄リースを使ったしめ縄飾りです。アートフラワーやタッセルなど
をしめ縄につけたフォームにボンドをつけて差し込んでいきます。ボンドは木工
用ボンドをご用意ください。作り方は説明書や動画で確認しながら作成できます。
お正月を迎える玄関やリビングを華やかに飾りましょう。

●１セット　1,300円（一般料金2,470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
●12月13日（火）締切　＊12月下旬発送予定（選外通知なし）
●（１）�「イベント申込」からFAXまたはWebでお申込みください。
（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
出来上がりサイズ�縄外径18cm
＊後ろの台座はつきません

SUZUKI COFFEE
ACADEMY  ハンドドリップセミナー
ご自宅で簡単に淹れられるハンドドリップ講座です。コツさえおさえればご自宅でも簡単に。
一緒にコーヒーについて楽しく学びましょう！

●同内容で８回開催（約60分）、各回定員６名（最少遂行４名）
12月21日（水） Ａ�9：00 Ｂ�10：45 Ｃ�13：30
12月25日（日） Ｄ�9：00 Ｅ�10：45 Ｆ�13：30
12月26日（月） Ｇ�9：00 Ｈ�10：45 －

● SUZUKI�COFFEE（中央区竜が島1-4-4�Ⓟ有り）
●ご参加は会員と登録家族（中学生以上）、１人１回限り
●１名1,100円（受講料、材料費込み、一般参考料金2,200円）
美味しいコーヒーを淹れるレシピ、コーヒー豆のお土産付き（100g）

●12月12日（月）締切　＊案内は12月14日発送予定（選外通知なし）
開催日間近のため当選後のキャンセルは原則お断りします。

●（１）「イベント申込」からFAXまたはWebでお申込みください。
　・希望日時（第２希望以下の指定も可）
　・参加当日の連絡先電話番号
　・お土産コーヒー豆の希望【豆のまま】or【挽いたもの】｝記入必須
　　㊟豆の種別の記入がない場合、挽いたものでご用意します。
（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�鈴木コーヒー�コーヒーマイスター�伊丹あき子さん

イメージ

ハンドドリップの 
　デモンストレーション～ 
　　試飲～実践
ハンドドリップを始めたい！
もっと美味しく淹れたい！
ご参加お待ちしています♪
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ハッピークリスマス・クーポン
● 切り取りクーポンのご利用は12月25日（日）まで
● ご利用は会員と登録家族のみ
● ご利用は１会員１枚限り（登録家族数に関係なく）　＊紛失等による再発行不可
● クーポン券１枚で掲載商品１つがクーポン価格で購入できます。
●（１）�電話で各店舗に事前予約をしてください。�

＊予約の際は「ニピイ会員でクーポン券を使用すること」をお申し出ください。
（２）�掲載クーポンを切り取り、必要事項を記入のうえ、精算時に提出し、料金を

お支払いください。　＊お店によっては現金精算のみ。

＊原材料等の仕入状況により掲載イメージと変更する場合があります。
＊クーポン券適用割引額についてはニピイが補助しています。（今回は「コロナに負けるな！応援価格」としてより手厚く補助しています）

●共通事項
・価格は消費税込みの価格です。
・�クーポンは１商品につき１枚のご利用です。�
（重複利用不可）
・�クーポンの換金および他の割引サービスとの併
用はできません。

・�クーポンの提出がない場合（契約店への持参忘
れなど）はクーポン価格は適用されません。

・各店舗、予定数になりしだい予約を締め切ります。

丸屋本店
本店／中央区東堀通6-1038　tel�025-229-3335
イオン青山小針店／西区青山2-5-1�イオン青山店内１F
　　　　　　　　　tel�025-231-1040
本社工場／東区津島屋6-85　tel�025-271-9111
予約：12/12（月）まで
引渡：12/18（日）～12/25（日）

クレーシェル
中央区川端町1-6-1　tel�025-222-2991
予約：12/20（火）まで
引渡：12/20（火）～12/25（日）

ニピイのお得なクーポン券で
楽しいクリスマスのご準備を

生クリーム 聖夜（サイレントナイト） ノエル・ピスターチ フロマージュ

生クリーム チョコレート バタークリーム カステラ･クリスマス

クリスマス･ザッハ

ガトー･ショコラ生クリーム特選クリスマスケーキ

クリスマス･モンブラン ビュッシュ･ド･ノエル

品　名 クーポン価格 会員証割引 定価

特選クリスマスケーキ 6号18cm 4,638円 5,638円 6,264円

生クリーム

5号15cm 2,694円 3,694円 4,104円

6号18cm 3,568円 4,568円 5,076円

7号21cm 4,638円 5,638円 6,264円

8号24cm 5,998円 6,998円 7,776円

ガトー･ショコラ
5号15cm 2,791円 3,791円 4,212円

6号18cm 3,568円 4,568円 5,076円

クリスマス･ザッハ
5号15cm 2,596円 3,596円 3,996円

6号18cm 3,568円 4,568円 5,076円

クリスマス･モンブラン 18cm径 3,277円 4,277円 4,752円

ビュッシュ･ド･ノエル 長さ16cm 3,180円 4,180円 4,644円

＊５箱以上お買い上げの場合、会社など新潟市内のご指定場所へお届けします。

品　名 クーポン価格 会員証割引 定価

生クリーム

15cm 2,950円 3,950円 4,200円

18cm 3,700円 4,700円 5,000円

21cm 4,700円 5,700円 6,000円

24cm 5,900円 6,900円 7,300円

27cm 8,100円 9,100円 9,600円

チョコレート ／
バタークリーム

15cm 2,600円 3,600円 3,800円

18cm 3,250円 4,250円 4,500円

21cm 4,100円 5,100円 5,400円

24cm 5,400円 6,400円 6,800円

27cm 7,300円 8,300円 8,800円

カステラ･クリスマス １辺15cm 2,600円 3,600円 3,800円

品　名 クーポン価格 会員証割引 定価

生クリーム

15cm 3,700円 4,700円 4,950円

18cm 5,600円 6,600円 7,000円

21cm 8,100円 9,100円 9,600円

24cm 11,100円 12,100円 12,800円

27cm 14,500円 15,500円 16,400円

30cm 18,000円 19,000円 20,000円

聖夜（サイレントナイト） 15cm 3,700円 4,700円 4,950円

ノエル・ピスターチ 長さ17cm 3,700円 4,700円 4,950円

フロマージュ 長さ16cm 3,700円 4,700円 4,950円

はり糸
中央区古町通5-618　tel�025-228-4471
予約：12/20（火）まで
引渡：12/20（火）～12/25（日）

＊写真はイメージです

＊写真はイメージです

＊写真はイメージです
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万代シルバーホテル
中央区万代1-3-30　tel�025-249-3490
予約：12/16（金）まで　　引渡：12/21（水）～12/25（日）

品　名 クーポン価格 会員証割引 定価

エミリア風ラザニア４名用 2,800円 3,800円 4,000円

シーフードドリア４名用 2,800円 3,800円 4,000円

ホテル伝統のビーフシチュー
４名用 4,300円 5,300円 5,800円

クリスマスパーティーセット
４名用 9,500円 10,500円 11,000円

柳江苑クリスマスオードブル
４名用 5,000円 6,000円 6,500円

県産ポークと新潟和牛の煮込み
ハンバーグ４名用 3,000円 4,000円 4,200円

・�ケーキ等のご予約はお済ですか？
予約締切までに店舗へ直接予約し
ましょう。
・�枠内に必要事項を記入しましたか？
ご記入のない券は利用できません。
・�切り取ってご準備ください。商品
受取日、精算時にご提出ください。
お忘れの場合は定価となりますの
でご注意ください。
・�ご利用は会員様とその登録家族に
限ります。譲渡などは固くお断り
いたします。

●ご確認ください

ANAクラウンプラザホテル新潟
お渡し特設会場／中央区万代5-11-20
tel�025-245-3334��9:00～18:00
予約：12/15（木）まで
引渡：12/23（金）～12/25（日）11:00～18:00

ホテルイタリア軒
中央区西堀通七番町1574番地
tel�025-224-5120（営業宴会サービス部）�9:00～18:00
予約：12/16（金）まで
引渡：12/23（金）～12/25（日）12:00～18:00

クリスマスケーキ

クリスマスオードブル
Mサイズ

ローストチキン付き
クリスマスオードブル

クリスマスオードブル
Ｌサイズ

ローストチキン

品　名 クーポン価格 会員証割引 定価 限定数

クリスマスオードブル
Ｍサイズ
２～３人前

4,200円 5,000円 5,400円 30

クリスマスオードブル
Ｌサイズ
４～５人前

9,200円 10,000円 10,800円 30

ローストチキン 2,700円 3,500円 3,780円 30

品　名 クーポン価格 会員証割引 定価 限定数

クリスマスケーキ　15cm
（りんごのプリンタルト） 2,620円 3,420円 3,800円 20

ローストチキン付き
クリスマスオードブル
４～５人前

5,500円 6,300円 7,000円 20

クリスマスパーティーセット
（ クリスマスケーキ＆ロースト

チキン付きクリスマスオード
ブル）

8,200円 9,000円 10,000円 20

＊ 写真は 
イメージです

＊ 写真は 
イメージです

ニピイ ハッピークリスマス・クーポン

譲渡・コピー不可

会員番号 引渡日

利用者氏名

購入品名

●利用方法
　事前に取扱店舗へ引渡日をご予約のうえ、
　精算時に本券をご提出ください。
　本券の現金への換金はできません。
　他の割引サービスとの併用はできません。
　不正利用の場合は一般料金をご請求します。
●利用券発行
　ニピイ（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター
　℡025-201-6113

◆利用期限　令和４年12月25日まで
◆ニピイ会員及び登録家族のみ利用可

ニピイ12月号掲載商品１個限り
クーポン価格で購入できます

●取扱店舗／下記店舗のみ有効【要予約】
・丸屋本店 本店（℡025-229-3335）
・丸屋本店 イオン青山小針店（℡025-231-1040）
・丸屋本店 本社工場（℡025-271-9111）
・はり糸（℡025-228-4471）
・クレーシェル（℡025-222-2991）
・万代シルバーホテル（℡025-249-3490）
・ ANAクラウンプラザホテル新潟
（℡025-245-3334）

・ ホテルイタリア軒 営業宴会サービス部
（℡025-224-5120）

＊上記枠内に記入のない券は使用できません

ホテル伝統のビーフシチュー

県産ポークと新潟和牛の
煮込みハンバーグ

シーフードドリア

柳江苑
クリスマスオードブル

エミリア風ラザニア

クリスマスパーティーセット

＊ 写真は 
イメージです
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お得に楽しもう！ スキー＆スノボー
●ご利用は会員と登録家族
※未就学児のお取扱いはスキー場により異なりますので各スキー場へお問い合わせください。

●各スキー場のシーズン終了まで有効　●�他の割引との併用不可
●営業期間など詳細は各スキー場のホームページやお問い合わせ先でご確認ください。

●お申込みは１会員１セット限り（６枚綴り）＊下記８施設の共通利用補助券です
●（１）「イベント申込」からFAXまたはWebでお申込みください。（イベント名には「スキーリフト利用補助券」とご記入ください。）

   　＊受付後、普通郵便で発送します。  ＊複数会員でお申込みの場合は事業所への送付とします。
（２）利用当日、利用補助券をリフト券売場に提出し料金をお支払いください。

◆スキーリフト利用補助券　　リフト券をお得な料金で購入することができます！

スキー場名
（お問い合わせ先） 券　　種 一般価格 利用価格

胎内スキー場
☎0254-28-1717

回数券（11回券） 4,000円 2,800円

１日券

大人 4,500円

3,000円レディース
シニア 

（50歳以上）
3,800円

中学生以下 3,000円 2,000円

三川・温泉スキー場
☎0254-99-3738 １日券

大人 3,500円 2,200円

レディース
シニア 

（50歳以上）
2,500円 1,400円

小･中学生 2,000円 1,000円

ニュー・
グリーンピア津南
☎025-765-4611
※ 12/24（初滑り） 

4/1～4/２除外

１日券

大人・中学生 4,000円 2,900円

シニア 
（60歳以上）

小人 
（３歳以上）

2,000円 900円

舞子スノーリゾート
☎025-783-4100 １dayパス

大人 5,500円 3,400円

中高生
シニア 

（55歳以上）
5,000円 3,100円

小学生 3,000円 1,700円

湯沢中里
スノーリゾート
☎025-787-3301

１日券

大人 4,900円 3,200円

中高生
シニア 

（55歳以上）
3,900円 2,400円

小学生 2,500円 1,200円

スキー場名
（お問い合わせ先） 券　　種 一般価格 利用価格

ムイカ
スノーリゾート
☎025-773-3311

１日券

大人 4,400円 2,800円

中高生
シニア 

（55歳以上）
3,400円 2,200円

小学生 2,200円 1,000円

ニノックス
スノーパーク
☎0254-29-3315

１日券

大人 4,500円 3,000円

中高生
シニア 

（55歳以上）
3,800円 2,500円

小学生 3,200円 2,000円

トワイライト券

大人 3,800円 2,500円

中高生
シニア 

（55歳以上）
3,300円 2,100円

小学生 2,800円 1,600円

キューピットバレイ
☎025-593-2041 １日券

大人 4,800円 3,000円

中高生
シニア 

（55歳以上）
4,000円 2,700円

小学生 3,000円 1,700円

内　容 券　種 スキー場名
割引券は１シート４枚綴り
割引券１枚で５名様まで利用可
小学生以下はリフト料金無料（要証明）

リフト･ゴンドラ･ロープウェー
割引利用券

苗場　かぐら　六日町八海山　万座温泉　
軽井沢プリンスホテル　志賀高原焼額山　妙高杉ノ原　
雫石　富良野

◆プリンススノーリゾート割引利用券　　お得で便利な割引券を差し上げます！
●（１）「イベント申込」からFAXまたはWebでお申込みください。�＊複数会員でお申込みの場合は事業所への送付とします。
　　＊イベント名には「プリンス割引券」、備考欄には「必要枚数（シート）」をご記入ください。＊受付後、普通郵便で発送します。
（２）スキー場のリフト券取扱窓口に割引券を提出し、リフト券を購入してください。
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●リフト券売り場で会員証、券売機で二次元コードを提示して購入してください。
※グランデコリゾートのみ二次元コード割引対象（会員証提示割引利用不可）

シーズン期間中、何回でもご利用できます
（一部割引適用期間の制限あり）

◆会員証・二次元コード提示割引　　行きたい時に会員証または二次元コードを提示するだけ。いつでも割引料金でご利用ＯＫ！

スキー場名
（お問い合わせ先） 券　　種 一般価格 利用価格

タングラム
スキーサーカス
☎026-258-3511
※ 追加料金で斑尾全山共通券に変更可
※ 別途ICカード預り金500円（カード

返却時に返金）が必要

リフト 
１日券

中学生以上 4,800円 2,500円

シニア
（55歳以上） 4,200円 2,500円

小学生 3,500円 1,800円

石打丸山スキー場
☎025-783-2222
※ 12/16～23（初すべり） 

3/27～4/2（春スキー）除外
　 会員証提示割引期間 

　　　　12/24～3/26

リフト 
１日券

大人 6,000円 5,200円

シニア
（60歳以上） 5,200円 4,700円

小学生 3,600円 3,100円

湯沢高原スキー場
☎025-784-3326
※ 12/17～23（初すべり） 

3/20～26（春スキー）除外 
会員証提示割引期間 
　　　　12/24～3/19

リフト 
１日券

大人 5,300円 4,800円

シニア
（55歳以上） 4,700円 4,200円

小学生 3,500円 3,000円

スキー場名
（お問い合わせ先） 券　　種 一般価格 利用価格

赤倉温泉スキー場
☎0255-87-2125

ランチ付き 
１日券 大人 6,700円 5,500円

グランデコリゾート
☎0241-32-2530
※ 二次元コード提示割引 
（会員証提示割引は利用不可）

※ 一般価格はカレンダーにより変
わります。 詳しくはグランデコ
HPをご確認ください。

リフト 
1日券

中学生以上 4,500～
5,900円

平日
3,900円

土日祝、
12/29-1/3

4,400円

小学生 3,000～
3,900円

平日
2,700円

土日祝、
12/29-1/3

3,200円

●利用期間　令和４年12月１日（木）～令和５年２月28日（火）まで
●フラワーアトリエ　エイトビー　新潟市中央区山二ツ４-12-14　Ⓟあり
　営業時間：10：00～16：00　＊予約日は店舗へご確認ください
　TEL.090-8259-0166　�Mail：flower.8bee@gmail.com

●１名　1,700円（通常3,300円）
●ご参加は会員と登録家族（小学生以上）　＊１人１回限り
●１．�直接店舗へ、電話もしくはメールにて予約をします。＜完全予約制＞�

＊「ニピイの受講補助券を使用すること」をお伝えください。
２．�予約の取れた方は、「イベント申込」からFAXまたはWebでニピイへ受講補助券をお申込みください。�

受付後、１週間以内にニピイより受講補助券を普通郵便で送付します。
３．参加当日、受講補助券を提出し、参加費をお支払いください。（現金精算）

●持ち物　飲み物、持ち帰り用の袋（18cmのリースが入る大きさ）　�●�講師　フラワーアトリエ��エイトビー　早津�晶子さん

●①12月22日（木）�10：00～　　※各回定員12名（最少実施１名）
②12月25日（日）�13：00～　　　所要時間約２時間

● JEUGIAカルチャーセンターイオンモール新潟南
新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号�イオンモール新潟南２F

●１名　3,200円（一般料金5,200円）
●ご参加は会員と登録家族　＊参加は小学生以上、１人１回限り
●12月11日（日）締切　＊案内は当選者のみ12月13日発送予定（選外通知なし）
●（１）「イベント申込」からFAXまたはWebでお申込みください。
必ず「希望日時（第２希望の記入も可）」「当日参加の連絡先電話番号」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。
●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（3,200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。

ハーフリース教室　受講補助券
お花初心者さんも楽しめるリースレッスンです。お好きな色のアジサイをお選び頂け
ますので、お好みの色合いのリースが作れます。アーティフィシャルフラワー（造花）
を使用していますので、長く飾って楽しめます。

新年の華やかモダンなフラワーアレンジメント
プリザーブドフラワーやアーティフィシャルフラワーなどの造花を使ったお正月のアレンジメントです。初心者さん大歓迎です！

イメージ

イメージ

所要時間　２時間程度
蔓のリース台に花材を
貼り付けていきます。

サイズ：
　横23cm×高さ25cm×奥行き20cm
使用する花材は変更になる場合もあり
ます。

【グランデコリゾート専用二次元コード】
← こちらの二次元コードをスマートフォンで読むと割引専用ペー

ジにアクセスできます。専用ページをグランデコリゾートの券
売機にかざしてニピイ会員料金でご利用できます。
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大黒摩季 30th Anniversary Best Live Tour 
2022-23 -SPARKLE- SeasonⅢ Powered by 
CHAMPAGNE COLLET
● 2023年３月５日（日）17：00
● 長岡市立劇場
● 全席指定7,020円（一般7,800円）20枚
● 12月16日（金）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※�４歳以上有料（３歳以下でも席が必要な場合は有料）
※�学生割引（中高生）3,000円分、キッズ割引（小学生
以下）5,000円分を当日学生証等年齢の分かる証明
書を提示でキャッシュバック

ゲッターズ飯田トーク＆Calmeraジャズライブ 2023 
-better fortune’n jazz-
● 2023年３月11日（土）16：30
● 新潟テルサ
● 全席指定4,140円（一般4,600円）20枚
● 12月16日（金）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
※会員及び登録家族1人1枚、最大4枚まで

TOKO FURUUCHI SPECIAL ACOUSTIC LIVE
『誰より好きなのに』や『大丈夫』等、多くのヒットで「ラブソングの女王」と
呼ばれ当時の女性たちから絶大な支持を得た。最近は男性客も多くなり上
質なAORをじっくりと聞かせてくれる。今年デビュー30周年を記念して
『体温、鼓動』をリリース。二十数年ぶりとなった7月の新潟ホールコンサー
トは満席となり大盛況だった。
● 2023年４月１日（土）15：00
● 新潟市音楽文化会館
● 全席指定5,400円（一般6,000円）20枚
● 12月16日（金）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※小学生以上有料
※未就学児入場不可

久宝留理子 LIVE 2023 
元気です！in新潟～サクラサク空の下で～
90年代宝石CM曲『男』やポケベルCM曲『早くしてよ』等の大ヒットでNHK
紅白歌合戦に連続出場するなど、圧倒的な歌唱力とルックスを備えた
「GiRLPOP」の先駆者の一人として学園祭などに多く出演した。現在もデ
ビュー32年を迎え新曲『サクラサク空の下で』を発表し精力的に活動中。
● 2023年４月９日（日）15：00
● 新潟県民会館・小ホール
● 全席指定5,400円（一般6,000円）20枚
● 12月16日（金）締切
※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※小学生以上有料
※未就学児入場不可

■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」からFAXまたはWebでお申込みくだ
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

新潟すし三昧 極み利用券
～新潟のすし職人が誇る「極み」厳選特上にぎり10カン～
新鮮な魚・最高の米の産地、新潟。
ここでしか味わえない極上のすしをご賞味あれ！

●�契約店
すし柳美 ℡.229-6268（古町通８）
鮨割烹 丸伊 ℡.228-0101（東堀通８）
富寿し 膳 ℡.224-6361（川端町）
すし清 矢ヶ﨑 ℡.222-0123（礎町通１）
千代鮨 ℡.245-6727（東大通１）
富寿し 新潟駅前店 ℡.242-1212（東大通１）
寿司 川柳 ℡.240-1030（東大通２）
すしいわ ℡.311-1266（東大通２）
せかい鮨 ℡.244-2656（沼垂東４）
藤五郎 ℡.050-8881-0730（米山２）
寿司処 かつみ ℡.241-7892（笹口２）
こがね鮨 ℡.246-0032（紫竹５）
富寿し 新潟南店 ℡.383-5650（イオン新潟南１F）
瓢寿司 ℡.267-5556（関屋田町）
宝すし ℡.266-0382（文京町）
大谷寿し ℡.284-1787（上所上１）
すし処 大仙 ℡.231-4355（寺地）
鮨 寿 ℡.257-2308（茗荷谷）

▲「極み」の一例

●利用期間　�令和４年12月１日（木）～�
令和５年２月28日（火）まで

●会員と登録家族
＊利用券の対象は小学生以上

●期間中１人１回限り
●2,800円／名（一般参考料金3,850円）
＊飲み物・追加料理等は別途精算
旬の地魚・トロ・イクラなど特上にぎり1.5人前の10カン。お椀付き。

●①契約すし店へ直接電話し、予約をします。（右表参照）
　�「ニピイの極み利用券を使用する」「日時・人数」をお
伝えください。
②�予約の取れた方は、「イベント申込」からFAXまたは
Webでニピイへ利用券をお申込みください。（利用券
は１人１枚必要）
③利用当日、利用券を提出し、料金をお支払いください。

詳しい情報は
こちらから▼

  次 号 予 告� ※内容は変更になる場合があります。

・革製品お手入れ講座　２月８日、２月11日
・ポーセラーツ�ガラスカップ　１月28日、２月１日、２月４日
・新春�お年玉プレゼント

・図書カード
・ジェフグルメカード
・安田温泉やすらぎクーポン
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■12月の慶弔給付金対象者
対象者 12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12月入社
平成19年12月入社
平成14年12月入社
平成９年12月入社
平成４年12月入社
昭和62年12月入社
昭和57年12月入社
平成14年12月生まれ
昭和37年12月生まれ
平成19年12月入籍
平成９年12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
・百花の里 城山温泉 燃料調整費50円徴収（P23）
　�12/2より、電気･燃料費等の高騰につき燃料調整費50円
を別途徴収します。
　（�現在、大人1名につき小学生以下１名まで無料としてい
ますが燃料調整費は徴収します）

・エンジョイ・ライフ・クラブ（P28・39）
　住所・電話番号・特典の変更
　新潟市中央区長潟1203-1　TEL.025-288-6226
　特典　月額会費1,100円引き
　　　　対象会員種別除外なし（全クラブ会員）

事務局からのお知らせ

■新規入会事業所紹介 （11月入会：３事業所）
・合同会社大庭� 中央区姥ケ山
・アヅマホールディングス（株）� 中央区南笹口
・社会保険労務士法人ＫＢＳ� 東区豊

■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。）

法則パズル 【12月18日必着】 ニピイFAX 025−201−6117

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。

法則を見つけ出し、？に入る言葉を
漢字一文字で表してください。 答え

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】

間違い探し正解発表

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1055件・正解数727件）

ニピイ年末年始休業
12月29日（木）～１月３日（火）は休業いたします。
FAXおよびWeb申込みは受信可能です。
利用券などの発送は１月４日（水）からとなります。

１月号のお届けは１月５日（木）以降です
年末年始は配送業者がお休みのため、ニュースのお届け
は１月５日以降となります。１月10日までに届かない場
合はニピイまでご連絡ください。ニピイHPでのニュース
pdf公開は１月４日です。

正解
④８個
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※パークチケットは、2カ月先まで順次販売されます。

「サンクス・フェスティバル」パスポート
ご利用期間

2023年2023年2023年1/4( 水 )～3/17(金 )1/4( 水 )～3/17(金 )1/4( 水 )～3/17(金 )
販売期間　第 2期：2022年12月1日(木)14時～2023年3月17日(金 )

第第2期
詳細決定！

利用者専用サイトにアクセス利用者専用サイトにアクセス利用者専用サイトにアクセス利用者専用サイトにアクセス
「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」

コーポレートプログラム　利用者専用サイト 検索

　　　　　　　　　　●コーポレートプログラム利用券をご利用いただけます。利用方法は、
利用者専用サイトでご確認ください。●お支払いはクレジットカードに限ります。●購入後のキャンセル、
払い戻しはできません。●このチケットの購入に必要な情報および購入したチケットを購入対象者
以外の第三者に対して、有償・無償を問わず譲渡（インターネットオークションへの出品行為含む）
はできません。●本内容は、予告なく変更または終了する場合があります。●その他チケットに
関する詳細は、利用者専用サイトをご確認ください。

ご購入にあたって

(10:00～15:00 (年中無休))0570-00-1928

現在、感染症対策へのご協力をお願いしております。オフィシャルウェブサイトにて最新情報をご確認ください。

※1デーパスポート料金は価格変動制となりますので、東京ディズ
　ニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

※購入には、プランパスワードと契約団体番号が必要になります。

※「サンクス・フェスティバル」パスポートはオンライン限定販売
　となります。

コーポレート
プログラム会

員

の皆さま限定
！コーポレート

プログラム会
員

の皆さま限定
！

コーポレートプログラム利用券を
使えばさらにお得！

コーポレートプログラム利用券を
使えばさらにお得！

さらに！

※第1期とは価格が異なります。ご注意ください。

大人 18才以上

500円お得500円お得 400円お得400円お得

中人(中学・高校生)12～17才

300円お得300円お得

小人 (幼児・小学生) 4～11才

大人１デーパスポート ￥7,900 「サンクス・フェスティバル」パスポートなら　 　　　　　 ￥7,400
購入例

対象日の１デーパスポート料金より

500円お得で

大人１デーパスポート ￥8,900 「サンクス・フェスティバル」パスポートなら　 　　　　　 ￥8,400500円お得で

※対象日が決まっていますので、詳細は利用者専用サイトでご確認ください。

広告

広告

●プランパスワード：festhx22　●契約団体番号：1101


