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ポーセラーツで彩るガラスカップ
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。
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。

●①１月28日（土）	13：30～　　※各回定員８名（最少実施４名）
②２月１日（水）	 10：00～　　　所要時間約１時間半
③２月４日（土）	 13：30～

●アトリエTREAT　中央区上大川前通７-1235
自家焙煎珈琲シャモニー本店	２F　	＊駐車場なし

●１名	1,700円（カップ１個作成、通常料金	4,000円）　＊現地支払
●ご参加は会員と登録家族（小学生以上）、１人１回限り
●１月17日（火）締切　＊案内は当選者のみ１月19日発送予定（選外通知なし）
●（１）	「イベント申込書」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、締切後のキャンセルはお断りします。

イメージ

図書カードNEXT 5,000円分

図書カードNEXT申込書� ＊コピーしてお使いください。	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 申込枚数（1会員1枚限り）

1
（申込代表者）

１枚（額面5,000円）

2 １枚（額面5,000円）

3 １枚（額面5,000円）

4 １枚（額面5,000円）

5 １枚（額面5,000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。

●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4,000円（額面5,000円）	 コロナに負けるな！応援価格

●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。
●１月18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。
３月上旬、郵送または宅急便で事務所宛に発送します。
到着後、同封の振込用紙で３週間以内に代金をお支払いください。

＊個別のカードケースは付きません。

サイズ：幅12×奥行9.4×高さ7.5cm
容　量：300ml（耐熱カップ）
作ったカップは、アトリエTREAT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郵送（着払い）

＊台座・スプーンはつきません
＊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（直径10㎝
程）をご持参ください



会員番号

利用者氏名

※  欄内に記入の
ない場合は利
用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

新潟市中央区
西堀通七番町1574

期間  R5.1.10（火）～R5.3.31（金）
クーポン券1枚につき1,500円（税込）以上のメニューを10％OFF後300円引き

● ご利用は会員本人および登録家族に限ります。
● １枚につき１人１回限り利用可能。

マルコポーロ　TEL.025-224-5123
ＳＨＩ－ＥＮ　TEL.025-224-5126
　　　螢　　　　TEL.025-224-5128

お食事＆テイクアウト
300円引きクーポン

譲渡・コピー不可

ホテルイタリア軒

● 各種割引との併用はできません。　
● 入店時にご提出をお願いします。

ノンブル�P4

みかづきイタリアン利用券
●利用券のご利用は１月４日（水）～３月31日（金）まで
●ご利用は会員と登録家族のみ
●１会員３枚限り　＊紛失、追加等による再発行はいたしません
●利用券１枚でイタリアン１個を100円割引いたします。
＊イタリアンは全種類が対象です。セット商品にも使えます。
＊みかづきサンクスクーポンとの併用も可能です。

●利用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。
●ご利用は下の契約店舗のみ。営業時間･休業日等は各店舗により異なります。
万代店　粟山店　内野店　新津パルス店　県央店　イオン新潟東店　黒埼店　新発田店　中山店　小新店
とやの店　豊栄店　横越店　イオン新発田店　アピタ新潟西店　アピタ亀田店　イオン新潟南店
ムサシ新潟店　イオン新潟青山店　イトーヨーカドー丸大店　イオン白根店　デッキー401店

会員
番号

利用者
氏名

＊下記に記入のない場合は使用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター コピー不可

みかづきイタリアン利用券

■期間 R5.1.4水～ R5.3.31金
※注文時に提出 　※１枚１個限り

●ご利用は会員および登録家族に限る。
● ご利用は本券記載の商品のみ。他への振替は不可。
●みかづきサンクスクーポンとの併用可。
●本券は契約店舗のみ有効です。
　（契約店舗はニピイニュース紙面でご確認ください）

イタリアン（各種）
１個 100円割引

会員
番号

利用者
氏名

＊下記に記入のない場合は使用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター コピー不可

みかづきイタリアン利用券

■期間 R5.1.4水～ R5.3.31金
※注文時に提出 　※１枚１個限り

●ご利用は会員および登録家族に限る。
● ご利用は本券記載の商品のみ。他への振替は不可。
●みかづきサンクスクーポンとの併用可。
●本券は契約店舗のみ有効です。
　（契約店舗はニピイニュース紙面でご確認ください）

イタリアン（各種）
１個 100円割引

会員
番号

利用者
氏名

＊下記に記入のない場合は使用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター コピー不可

みかづきイタリアン利用券

■期間 R5.1.4水～ R5.3.31金
※注文時に提出 　※１枚１個限り

●ご利用は会員および登録家族に限る。
● ご利用は本券記載の商品のみ。他への振替は不可。
●みかづきサンクスクーポンとの併用可。
●本券は契約店舗のみ有効です。
　（契約店舗はニピイニュース紙面でご確認ください）

イタリアン（各種）
１個 100円割引

新潟っ子のソウルフード、みかづきのイタリアン。定番
商品から季節商品まで、人気の一品をこの機会にどうぞ！

イタリアン（イメージ）

安田温泉やすらぎ
　　　お食事付きクーポン券
炭酸成分が多く強塩泉で、ツルツルポカポカ。お湯自慢の天然温泉。
四季折々のお料理と豊富な種類のお風呂で身も心も温まりましょう。

●利用期間：令和５年１月４日（水）～３月31日（金）
＊休館日　第２水曜日（祝日営業・翌日休館）１月は無休

●会員と登録家族　＊利用は中学生以上
●１会員２枚限り
＊紛失･追加等による再発行はしません�＊各種割引との併用は不可

●中学生以上　1,200円（通常1,950円）
＊入館料850円・食事1,100円分付き（館内利用のみ）
＊タオルは付きません。

●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。
利用者１名につき１枚を入館時にご提出ください。

●ご飲食額が1,100円未満の場合でもお釣りは出ません。
３歳～小学生は温浴施設共通利用券で300円で入館できます。

【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

●ご利用は会員・登録家族に限ります
●本券は入館時に提出
●本券 1 枚で 1 名のみ有効
●各種割引との併用は不可
※  1,100 円以下の飲食利用につり銭はでません
●本券は右記施設のみ有効

安田温泉やすらぎ お食事付きクーポン券

会員番号

利用者氏名

安田温泉やすらぎ
阿賀野市保田6075-3
TEL.0250-68-1555

（営）9：30～21：30

中学生以上 1,200円（通常1,950円）
・入館料（タオルなし）
・食事券1,100円分(館内利用のみ)

有効期限
R5.1.4（水）～3.31（金）

＊枠内に記入のない券は利用できません

【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

●ご利用は会員・登録家族に限ります
●本券は入館時に提出
●本券 1 枚で 1 名のみ有効
●各種割引との併用は不可
※  1,100 円以下の飲食利用につり銭はでません
●本券は右記施設のみ有効

安田温泉やすらぎ お食事付きクーポン券

会員番号

利用者氏名

安田温泉やすらぎ
阿賀野市保田6075-3
TEL.0250-68-1555

（営）9：30～21：30

中学生以上 1,200円（通常1,950円）
・入館料（タオルなし）
・食事券1,100円分(館内利用のみ)

有効期限
R5.1.4（水）～3.31（金）

＊枠内に記入のない券は利用できません

イメージ
鮭いくら丼
1,100円

安田温泉　やすらぎ
阿賀野市保田6075-3��Tel.0250-68-1555
（営）AM９：30～PM21：30



 お食事＆テイクアウトクーポン
ホテルイタリア軒のレストラン３店舗で利用できるクーポン券です。店舗で取り扱っているテイクアウトにもご利用いただけます。

● 利用期間　１月10日（火）～３月31日（金）まで
● ホテルイタリア軒 「マルコポーロ」 「中国料理 囍園（シーエン）」 「螢」　新潟市中央区西堀通七番町1574　Ⓟ︎あり
● 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。
● クーポン券１枚につき1,500円（税込）以上のメニューを会員証割引10％適用後、300円引き。

（例） ランチ ￥1,500 ⇒ ￥1,050
クーポン券に必要事項を記入のうえ、入店時にご提出ください。
＊ テイクアウトご利用の場合、要事前予約。その際クーポン利用の旨をお伝えください。
クーポン券利用の場合は、他の割引との併用はできません。（GoToEat食事券との併用可）

洋食 マルコポーロ
TEL.025-224-5123
7：00～21：00

（ LO20：30）

中国料理 
囍園（シーエン）
TEL.025-224-5126
11：30～14：30

（ LO14：00）
17：30～21：00

（ LO20：30）
定休日　毎週木曜日

割烹 螢
＊前日15：00までに要予約
TEL.025-224-5128
11：30～14：30
　　　（ LO14：00）
17：30～21：00
　　　（ LO20：30）
定休日　毎週水・日曜夜

会員番号

利用者氏名

※  欄内に記入の
ない場合は利
用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

新潟市中央区
西堀通七番町1574

期間  R5.1.10（火）～R5.3.31（金）
クーポン券1枚につき1,500円（税込）以上のメニューを10％OFF後300円引き

● ご利用は会員本人および登録家族に限ります。
● １枚につき１人１回限り利用可能。

マルコポーロ　TEL.025-224-5123
ＳＨＩ－ＥＮ　TEL.025-224-5126
　　　螢　　　　TEL.025-224-5128

お食事＆テイクアウト
300円引きクーポン

譲渡・コピー不可

ホテルイタリア軒

● 各種割引との併用はできません。　
● 入店時にご提出をお願いします。

会員番号

利用者氏名

※  欄内に記入の
ない場合は利
用できません

【発行】ニピイ(公財)新潟市勤労者福祉サービスセンター

新潟市中央区
西堀通七番町1574

期間  R5.1.10（火）～R5.3.31（金）
クーポン券1枚につき1,500円（税込）以上のメニューを10％OFF後300円引き

● ご利用は会員本人および登録家族に限ります。
● １枚につき１人１回限り利用可能。

マルコポーロ　TEL.025-224-5123
ＳＨＩ－ＥＮ　TEL.025-224-5126
　　　螢　　　　TEL.025-224-5128

お食事＆テイクアウト
300円引きクーポン

譲渡・コピー不可

ホテルイタリア軒

● 各種割引との併用はできません。　
● 入店時にご提出をお願いします。

ドライブスルーテイクアウト実施中！

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、営業時間が変更となる場合がございます。ご確認の上、ご利用ください。

● ①２月８日（水）10：00～11：30
②２月11日（土祝）10：00～11：30

● 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　
● 各回10名募集（最少実施５名）　＊応募多数の場合は抽選
● １月22日（日）締切　＊案内は１月23日発送予定（選外通知なし）
●「イベント申込」からFAXまたはWebでお申込みください。

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　BLOOM shoelounge代表　平原太門

初めてでも簡単！ 革製品のお手入れ講座
大切な革靴や革バッグをいつまでも良いコンディションで使えるよう、自分でできるケアを学びます。
知っておくとためになる革の構造や、シューケア用品の知識も分かりやすく解説！
※お手入れしたい革製品（靴やバッグ）をご持参ください

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。

イメージ
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№ 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×20枚）

２ 1セット�（額面500円×20枚）

３ 1セット�（額面500円×20枚）

４ 1セット�（額面500円×20枚）

５ 1セット�（額面500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。

ジェフグルメカード申込書� 申込先 FAX 025-201-6117
事業所名：

営業所などの場合は「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
〒

全国共通お食事券 ジェフグルメカード 10,000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8,500円（額面500円×20枚）
●2,400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。
●１月16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。
２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支払いください。

加盟店例 すかいらーくグループ、ココス、ロイヤルホスト、ケンタッキーフライドチキン、モスバーガー、魚べい、三宝亭�など

有効期限はありません。使えるお店はジェフグル
メカードホームページでご確認ください。

コロナに負けるな！応援価格

手作りみそ材料セットのお届け
みそ作りに必要な材料とレシピを希望日に配達します。
自家製みそ作りにチャレンジしてみませんか！（食べ頃は秋です）

●１セット�2,100円（みそ約４kg分、送料込み、一般3,728円）
●ご利用は会員と登録家族のみ、１家族１セット限り
●50セット募集　＊応募多数の場合は抽選
●１月20日（金）募集締切　＊１月25日案内発送予定（選外通知なし）
●（１）�「イベント申込」によりFAXまたはWebからお申込みください。�

㊟この時の「送付先」が実際の材料配達先になります。�
　（登録住所以外へは送付できません）�
　【配達希望日】を余白や備考欄に必ず記入してください。�
　２月20日～３月31日の間で指定できます。（土日祝も可）

（２）�締切後、当選者へ案内・参加費振込用紙を送付します。�
３週間以内に代金をお支払いください。

（３）�配達希望日に商品が届きます。材料のうち、米麹は冷凍で約２ヶ月、
種みそは冷蔵で約６ヶ月保存可能です。

●販売元：百川味噌株式会社（中央区沼垂西）
※百川味噌のHPに作り方が出ています。

【セット内容】
大豆･米麹･塩･種みそ･
樽･作り方レシピ

みその作り方
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原田治 展　「かわいい」の発見　 
Osamu Harada : Finding “KAWAII”
「OSAMU�GOODS（オサムグッズ）」の生みの親、イラストレーター・原田治
（1946～2016）。シンプルな線と爽やかな色彩で描かれたキャラクターは70年
代後半から90年代の女子中高生を中心に爆発的な人気を博し、今も幅広い世代
に愛されています。幼少期からの資料やデビュー当時の仕事、広告・出版・グッ
ズなど多岐にわたる作品を網羅した、没後初となる全国巡回展です。
● 2023年１月28日（土）～５月７日（日）
● 新潟県立万代島美術館
● 一般800円（前売1,000円）200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

● １月19日（木）締切
※先着順で受付（発送は締切後順次）

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

■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

■１月の慶弔給付金対象者
対象者 １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25年１月入社
平成20年１月入社
平成15年１月入社
平成10年１月入社
平成５年１月入社
昭和63年１月入社
昭和58年１月入社
平成15年１月生まれ
昭和38年１月生まれ
平成20年１月入籍
平成10年１月入籍

＊�他給付金は事由発生の都度ご請求ください。

事務局からのお知らせ

■新規入会事業所紹介 （12月入会：１事業所）
・しんこどもクリニック� 秋葉区あおば通

■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560件・正解数544件）

「雄」⇔「嘘」をローマ字になおすと、
「ＯＳＵ」⇔「ＵＳＯ」 となり、
⇔の左側の文字列を逆から読んだものが、
⇔の右側にきていることがわかる。

「駅」をローマ字になおすと 「ＥＫＩ」 となり、 
？には「ＩＫＥ」と読む言葉が入る。

答え 池

■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。

■１月は第４期（１～３月分）の会費引落月です
１月31日（火）に指定口座から引落します。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。

  次 号 予 告� ※内容は変更になる場合があります。

・イチからはじめるパン教室「カレーパン」
　　３月８日（水）、12日（日）、16日（木）�各日�午前午後開催
・プリザーブドフラワー教室
　　３月９日（木）、18日（土）、19日（日）
・道とん堀クーポン
・グルメギフトカード斡旋
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広告


