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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 18,399名 ／ 事業所数 1,199事業所

加 入 状 況 （令和５年１月１日現在）

22023年
月号

チーズ入りカレーパン作り教室
初心者も優しくサポート！
パン作りに興味がある方など、どなたでもご参加ください。

●①３月８日（水）		 9：30～　④３月12日（日）	13：30～
②３月８日（水）	13：30～　⑤３月16日（木）		 9：30～
③３月12日（日）		 9：30～　⑥３月16日（木）	13：30～

●	各回10名募集（最少実施３名）　所要時間約２時間半
＊応募多数の場合は抽選

●イチからはじめるパン教室万代校
中央区万代１-６-１　万代シテイバスセンタービル４階　万代テラス
駐車場なし

●１名　2,900円（５個お持ち帰り、レシピ付き、一般料金5,500円）　＊現地支払
●ご参加は会員と登録家族（中学生以上）、１人１回限り
●２月14日（火）締切　＊案内は当選者のみ２月16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（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。

＊	中身はレトルトカレーを加工	
したものを使用します

イメージ

護身術入門「力が弱くても自分を守れる」
護身術とは、身を守るため、戦わずに相手をかわす「逃げわざ」ですので、力の弱い子どもや女性でも習得できます。
体の使い方（実践）や防犯知識を楽しく学びましょう。

●同内容で２回開催（約60分）、各回定員20名（最少実施８名）
①３月４日（土）10：30　＊いずれかの回を選択してください。
②３月５日（日）13：30

●大形まちづくりセンター（東区海老ケ瀬615-1	Ⓟ有り）
●ご参加は会員と登録家族、１人１回限り
（小さなお子様でも参加可能ですが、年長くらいからがお勧めです。）
●１名	800円（一般参考料金2,000円）
＊小学３年生以下は保護者と一緒にご参加ください。

●２月19日（日）締切　＊案内は２月20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。
　・希望日（第２希望の指定も可）　記入必須　・参加当日の連絡先電話番号
（２）締切後、当選者へ参加案内・参加費振込用紙を送付いたします。
●講師	合氣護身術	P.Three主宰	睡蓮里美さん

}

　・急に腕をつかまれた
　・後ろから抱き付かれた
　・一人で道を歩く時の注意点　など
　
登下校・通勤・お仕事中にも危険なシー
ンは隠れています。万一の時のために
「知ってて良かった」をお教えします。
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グルメギフトカード（肉カード・スイーツカード）

グルメギフトカード申込書 ＊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
どちらかに○
業所・自宅

住所を必ずご記入ください
〒

№ 会員氏名 会員番号 必ず1つに〇を付けてください

1 （申込代表者） 肉のみ　スイーツのみ　両方

2 肉のみ　スイーツのみ　両方

3 肉のみ　スイーツのみ　両方

4 肉のみ　スイーツのみ　両方

5 肉のみ　スイーツのみ　両方
＊振込用紙は申込代表者のお名前で発行します。

●１会員各カード１枚ずつ（登録家族数に関係なく）　＊２種類とも買うことができます。
●２月15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月下旬、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支払いください。

●ギフトカード利用方法　
届いたカードの番号を入力し、専用サイトからご自身で注文すると宅配便またはメール便にて商品が届きます。

選べるおいしい 
肉ギフトカード

１枚 3,700円（額面5,000円）
ご当地の美味しいお肉
約90種から、お選びい
ただけます。

全国お取り寄せ 
スイーツカード

１枚 2,400円（額面3,500円）
各地の有名スイーツ
約50種からお選びい
ただけます。

←	肉カードの	
商品一覧は	
こちらから

←	スイーツカード	
の商品一覧は
　こちらから

2ゲームプレイ料金500円（通常1,000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

会員番号

利用者
氏名

●グランドボウル黒埼
　西区山田458　TEL.025-377-4141
　営業 10:00～22:00（年中無休）

・未記入の券は利用不可　・入店時、受付へ提出
・会員･登録家族のみ利用可
・本券１枚で１名様２ゲーム限り適用
・小人～大人 一律500円  ・他割引との併用不可
・予約・大会では使用不可

ボウリングクーポングランドボウル
黒  埼

利用期間
R5.2.1㊌～5.31㊌

商品のラインナップは予告なしに変更になる場合があります。

プリザーブドフラワー講座
生のお花を様々な色で加工した長期保存可能なお花です。
材料のお花をワイヤーとテープを使ってアレンジしていきます。

●①３月８日（水）	13：30～15：30
②３月18日（土）		 9：30～11：30
③３月19日（日）		 9：30～11：30

●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　2,400円（通常4,450円）
●会員と登録家族
●各回12名募集（最少実施５名）　＊応募多数の場合は抽選
●２月15日（水）締切　＊案内は２月16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。
締切後、当選者へ参加案内・参加費振込用紙を送付します。

●持ち物　工作用はさみ、ごみ袋
●講師　レゾン・ド・アロマ　渋木由香さん

イメージ

花器、クリアーケース付き。
花材は変更になる場合があります。

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。



グランドボウル黒埼
お得に♪ボウリングクーポン
ボウリングはいくつになっても楽しめる屋内スポーツです。
日頃のストレス発散、運動不足の解消に、是非ご利用ください！

●２月１日（水）～５月31日（水）
●グランドボウル黒埼　西区山田458　TEL.025-377-4141　Ⓟあり
●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、入店時、受付へご提出ください。
１枚で１名のみ２ゲーム料金が500円（通常1,000円）でお楽しみいただけます。
㊟�３ゲーム目以降は先の２ゲームを精算後にご利用ください。�
３ゲーム目以降は通常料金（１ゲーム大人500円、子ども・学生450円）となります。
　ご予約・大会では使用できません。

2ゲームプレイ料金500円（通常1,000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

会員番号

利用者
氏名

●グランドボウル黒埼
　西区山田458　TEL.025-377-4141
　営業 10:00～22:00（年中無休）

・未記入の券は利用不可　・入店時、受付へ提出
・会員･登録家族のみ利用可
・本券１枚で１名様２ゲーム限り適用
・小人～大人 一律500円  ・他割引との併用不可
・予約・大会では使用不可

ボウリングクーポングランドボウル
黒  埼

利用期間
R5.2.1㊌～5.31㊌

2ゲームプレイ料金500円（通常1,000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

会員番号

利用者
氏名

●グランドボウル黒埼
　西区山田458　TEL.025-377-4141
　営業 10:00～22:00（年中無休）

・未記入の券は利用不可　・入店時、受付へ提出
・会員･登録家族のみ利用可
・本券１枚で１名様２ゲーム限り適用
・小人～大人 一律500円  ・他割引との併用不可
・予約・大会では使用不可

ボウリングクーポングランドボウル
黒  埼

利用期間
R5.2.1㊌～5.31㊌

ニピイ会員証提示で４名まで
貸靴料300円を無料に！

２ゲーム
500円‼

道とん堀お好み焼きクーポン
●クーポン利用期間
２月１日（水）～４月30日（日）まで

●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。

●お会計金額1,000円（税込）毎にクーポ
ン券１枚利用で300円引きとなります。
（ただし、来店人数を超える枚数は一度
に使えません。）

●テイクアウト不可
●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。（精算時に提出）
＊�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。
新潟松崎店
新潟青山店
新潟中野山店
新発田店
柏崎店
リップス旭岡店

東区新松崎2-1-7
西区浦山1-6-17
東区若葉町1-19-7
新発田市御幸町4-13-6
柏崎市新田畑12-2
長岡市旭岡1-72

☎025-279-5600
☎025-201-7078
☎025-250-0255
☎0254-23-5811
☎0257-28-1067
☎0258-86-6311

【発行】ニピイ（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター

会員
番号

利用者
氏名

● 利用は会員本人・登録
家族のみ

● １人１枚使えます
● 各種割引との併用不可
● 下記６店舗のみ有効
● 記入のない場合は使用

不可
●テイクアウト不可

道とん堀お好み焼きクーポン

譲渡・コピー不可

この券１枚につき お会計1,000円（税込）毎に300円割引
利用期間　R5.2.1（水）～4.30（日）

※精算時に提出

新潟松崎店 ……… ☎ 025-279-5600
新潟青山店 ……… ☎ 025-201-7078
新潟中野山店 …… ☎ 025-250-0255
新発田店 ………… ☎ 0254-23-5811
柏崎店 …………… ☎ 0257-28-1067
リップス旭岡店 … ☎ 0258-86-6311

【発行】ニピイ（公財）新潟市勤労者福祉サービスセンター

会員
番号

利用者
氏名

● 利用は会員本人・登録
家族のみ

● １人１枚使えます
● 各種割引との併用不可
● 下記６店舗のみ有効
● 記入のない場合は使用

不可
●テイクアウト不可

道とん堀お好み焼きクーポン

譲渡・コピー不可

この券１枚につき お会計1,000円（税込）毎に300円割引
利用期間　R5.2.1（水）～4.30（日）

※精算時に提出

新潟松崎店 ……… ☎ 025-279-5600
新潟青山店 ……… ☎ 025-201-7078
新潟中野山店 …… ☎ 025-250-0255
新発田店 ………… ☎ 0254-23-5811
柏崎店 …………… ☎ 0257-28-1067
リップス旭岡店 … ☎ 0258-86-6311

イメージ 
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摘みたてを味わおう！ いちご狩り利用券
●利用券のご利用は、３月１日（水）～５月31日（水）まで　＊期間中無休
品不足等の場合、期間前に閉園となる場合があります。

●ご利用は会員と登録家族のみ　＊利用券の対象は３歳以上
●１会員１セット（２枚つづり）限り　＊登録家族数に関係なく
●食べ放題･摘み取り（量り売り）に利用券１枚
で500円分として利用できます。
１人１枚の利用とし１人で複数枚の利用はで
きません。差額は別途お支払いください。

●５月25日（木）募集締切
●（１）	「イベント申込」からFAXまたはWebで

お申込みください。
　　＊	４施設共通利用券です。受付後、１週

間以内に普通郵便で発送します。（発送
は２月25日以降）

　　＊	複数の会員でお申込みの場合は事業所
への送付となります。

（２）	ご利用当日、利用券を提出し、料金をお
支払いください。

いちごの実が少ない日や、春休み･GW･週末
は食べ放題ができない場合があります。ご確
認のうえ、お出かけください。
★マーク施設はニピイの指定店です。会員証
提示割引は通年ご利用になれます。

契　約　施　設 品　種

タカギ農場
北区新崎2757　TEL	025-259-8111
営業時間	10:00～16:00	なくなりしだい終了

越後姫

フルーツランド 白根グレープガーデン
南区鷲ノ木新田573　TEL	025-362-5535
営業時間	10:00～17:00	なくなりしだい終了
★会員証提示割引	５％併用可能

越後姫
章姫
ほか多種

（株）白根大郷梨中村観光果樹園
南区大郷1736-1　TEL	025-362-5706
営業時間	8:00～18:00	なくなりしだい終了
★会員証提示割引	10％併用可能

越後姫
かおり野
よつぼし

斉藤いちご園
燕市燕115　TEL	0256-47-1519
営業時間	10:00～17:00	なくなりしだい終了
★会員証提示割引	５％併用可能

越後姫

間違い探し〜間違いはいくつ？〜 【2月16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

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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新潟日報メディアシップ10周年記念　木下大サーカス
● 2023年３月25日（土）～６月19日（月）	
毎週木曜日休演、５月４日は開演、アルビレックス	
新潟のホームゲーム開催日は休演予定

● 県スポーツ公園第４駐車場	特設会場
● 前売自由席おとな2,400円（一般3,000円）300枚	
前売自由席こども（３歳～高校生）

1,600円（一般2,000円）300枚
※	大学･専門学生は2,400円ですが、おとな券のお申込みが	
可能です。

● ２月19日（日）締切
※	先着順で受付、無くなり次第終了（発送は締切後順次）
※	前売指定席券はコンビニ等で販売
※	公演スケジュール・内容・指定席券などの詳細は木下大サーカス公式ホームページを
ご覧ください。

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５月20日（土）17:00
● 長岡市立劇場
● 全席指定7,920円（一般8,800円）20枚
● ２月16日（木）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
※2/12（日）新潟市公演の受付は終了しました

■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

会員事業所アンケート調査結果報告

事業所内の福利厚生で現在重視しているものは何ですか。 ※２つまで

会員事業所アンケートの結果を報告いたします。
アンケート用紙をニピイニュース10月号に同封し、FAXにて回答をお願いしたところ、459事業所様から回答をいただきました。
ご協力いただいた事業所様へクオカード500円券を11/10発送しました。
この結果やいただいたご意見・ご要望については、今後の事業運営に活かしてまいります。
ご協力いただき、ありがとうございました。

問１

ニピイの事業所紹介制度を知っていますか？　※１つだけ問３

新型コロナウイルス感染症における「従業員への対応について」一番近いものをお聞かせください。 ※１つだけ問２

在職中の生活安定（慶弔給付等）
健康の維持増進（健診・ドック等）

自己啓発（カルチャー教室・研修等）
老後の生活安定（退職金・老後生活設計相談等）

財産形成（貯蓄等）
ボランティア支援・介護育児支援

その他

34
33

23

行動制限はしていない。従業員はコロナ以前と
変わらず外出・外食している

知人友人と外出・外食しても良いが、大勢の人が
集まる場所・店は避けるよう制限している

外出・外食は、個人または家族のみに制限している

厳重注意が続いており、外出・外食は控えてもらっている

その他

知っている。紹介したことがある
知っているが、紹介したことはない

知らなかった
その他

余暇活動（宿泊施設・レジャー文化施設・
スポーツ施設等の割引）

0% 10% 20% 30% 40%

0% 10% 20% 30% 50%40%

0% 10% 20% 30% 80%70%60%50%40%
17

75
8

44

39

2
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■２月の慶弔給付金対象者
対象者 ２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２月入社
平成20年２月入社
平成15年２月入社
平成10年２月入社
平成５年２月入社
昭和63年２月入社
昭和58年２月入社
平成15年２月生まれ
昭和38年２月生まれ
平成20年２月入籍
平成10年２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
■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。

  次 号 予 告	 ※内容は変更になる場合があります。

・さくらの湯	ハイキング
　　　　　３月25日(土)、３月26日(日)、３月27日（月）
・お灸講座　４月13日(木)、４月16日(日)
・日生ゴルフガーデン	プリペイドカード１万円券斡旋
・秋葉硝子	吹きガラス体験参加補助券

広告

ハウスクリーニング  20%OFF
おそうじ本舗 新潟茅野山店　☎︎ 025-282-7377
●	割引期間：2/1～2/28にご注文の方
※  ご注意：エアコンクリーニングだけは景品表示法絡みのため10％OFFになります
価格は消費税込みの価格です
●		浴室クリーニング（オプションなし）	通常価格￥16,500→￥13,200	
（オプション：鏡のウロコ取り、エプロン内部、浴室換気扇、窓外側、ブラインド、備品洗浄等）
●		浴槽のコーティング	￥26,400→21,100	
浴槽の小キズ等研磨＋コーティング	￥48,400→￥38,700	
浴室壁のシリカスケール（白いウロコ）研磨＋コーティング	1面辺り	￥29,700→￥23,750

●		レンジフードクリーニング（ノーマルタイプ）	通常価格	１台あたり￥19,800→￥15,800	
（レンジフードクリーニングは強い油汚れ除去を含む価格です）
●	エアコンクリーニング（お掃除機能なし）	通常価格￥12,100→￥10,850
●	エアコンクリーニング（お掃除機能付き）	通常価格￥20,900→￥18,800
●		縦型洗濯機分解クリーニング（日立製以外）	通常価格￥23,100→￥18,450	
（洗濯パンクリーニングは＋￥1,750）
●	ドラム式洗濯機分解洗浄		通常価格￥38,500→￥30,800

お気軽にお電話ください！　☎︎ 025-282-7377　おそうじ本舗 新潟茅野山店

■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、一部の入退会について
当月入会や前月末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。


