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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 18,512名 ／ 事業所数 1,198事業所

加 入 状 況 （令和５年２月１日現在）

32023年
月号

お灸教室
乾燥した生薬ヨモギから「艾（もぐさ）」になるまでを知り、ツボについて学び、体の柔軟性をチェックしましょう。
初心者の方もわかりやすい内容です。
せんねん灸セルフケアサポーターが正しいツボのとり方とお灸をレクチャーします。

● ①４月13日（木） 14：00～　　※各回定員12名（最少実施２名）
②４月16日（日） 14：00～　　　所要時間約１時間半

● 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2,200円（一般料金4,300円）
● ご参加は会員と登録家族（18歳以上）　＊１人１回限り
● ３月14日（火）締切　＊案内は当選者のみ３月16日発送予定（選外通知なし）
●（１）「イベント申込」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。 

＊膝から下、肘から先がすぐに出せる服装・ズボンでご参加ください。
● 講師　西山薬局・西山鍼灸院代表　梅安先生

イメージ

イメージ

秋葉硝子 吹きガラス体験 参加補助券
柔らかく溶けたガラスを吹いて、オリジナルの器を作ります。
高温の釜の熱を肌で感じられる貴重な体験をお楽しみください！

● ３月～６月の４ヶ月間、水曜定休日、希望の日時でご予約ください
所要時間 １人約30分

● 秋葉硝子（秋葉区草水町2-12-32、Ⓟあり）
● １名1,500円 （通常3,000円）

※グラスや器など１点作成します（お渡しは後日になります）
● ご参加は会員と登録家族（10歳以上） ＊１人１回限り
●（１） 秋葉硝子へご自身で電話予約します【完全予約制／余裕をもって連絡を】

予約先 TEL 0250-47-8402（受付10:00～17:00、水曜定休） 
必ず【ニピイの補助券を利用する】ことをお伝えください。
注意）メールやネット予約は対象外

（２） 予約が成立した方は、当日持参する「参加補助券」をニピイへ申請します。 
「イベント申込」からFAXまたはWebでお申込みください。 
受付後１週間以内にニピイより「参加補助券」を普通郵便で送付します。

（３）参加当日、参加補助券を提出し、参加費をお支払いください。（当日現金精算）
（４）後日、来店し作品を受け取ります。宅急便（自己負担）でのお届けもできます。

● 講師　AKIHA GLASSBLOWING WORKS  代表  照井康一さん
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初中級者向け 山野草を楽しむ早春ハイキング
ひっそりと咲く雪割草やカタクリの花を目指し、ガイドさんと一緒に自然を満喫！
さくらの湯のご入浴と特製御膳の付いたお得なプランです♪

●①３月25日（土）　②３月26日（日）　③３月27日（月）　＊雨天決行
●集合場所：さくらの湯（弥彦村大字麓1970）
●弥彦山裏参道入口から登り、表参道へ下山します。
●会員と登録家族　＊小学生以上。保護者同伴。
注）低学年児の保護者は十分な配慮をお願いします。

●1人1,800円　＊当日、現地払い
ガイド付きトレッキング、入浴、特製御膳、レジャー保険料含む

●各回50名募集（最少催行５名）　＊先着順
●３月15日（水）締切　＊案内は３月17日発送予定
●⑴施設へ電話で予約をします。＊ニピイ会員とお伝えください。
　さくらの湯　TEL.0256-94-1126
⑵�予約の取れた方は、「イベント申込書」に必要事項を記入し、ニピイ
へ利用券をお申し込みください。
⑶参加当日、利用券を提出し、参加費をお支払いください（現金精算）。

※感染症予防対策として、マスクの着用をお願いします。

日程
� 7：00�集合
� 7：30�トレッキング開始
11：30�帰着、入浴
12：30��ご昼食�

�以後自由解散

イメージ

特別企画  日生ゴルフガーデン プリペイドカード10,000円分
●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7,000円（額面10,000円）　
●３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。
４月中旬、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。

●日生ゴルフガーデン（新潟市西区槙尾127）でのみ利用できます。
＊�個別のカードケースは
付きません
＊�有効期限はありません

日生ゴルフガーデン プリペイドカード申込書 ＊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。

譲渡・コピー不可【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

※欄内に記入しご使用ください
・会員･登録家族の利用に限る
・本券１枚で１名様１品のみ有効
・お会計時に本券を提出

契
約
店
舗

新発田店　海老ケ瀬店　中野山店　
亀貝店　旗屋店　程島店　白根店　
五泉店　春日町店　大郷町店　須頃店
荒町店　見附本店　川崎店　堺店　
柏崎店　小千谷店　安江店　飯店

お食事メニュー1品300円割引
くいどころ里味ぐるめクーポン

利用期間：R5.3.1㊌～6.30㊎



● ３月１日（水）～６月30日（金）の期間でご利用ください。
● 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しません
● クーポン１枚に付き、お食事メニュー１品、300円割引

します。
＊店内飲食・テイクアウトで利用可能
＊ご利用は、１枚で１名様１品のみ有効
＊サイドメニュー・ドリンクのみでの利用は除く

● クーポンに必要事項をご記入のうえ、切り取ってご利用ください。

天ざるそば（通常1,298円）
クーポン利用 998円

たれかつ丼セット（通常1,298円）
クーポン利用 998円

大えび天重セット（通常1,485円）
クーポン利用 1,185円

● 有効期限：令和５年４月１日～９月30日まで
● 会員と登録家族　＊１人１枚まで　　● 200名募集
● 価格 券  種 会員料金（一般料金）

大人（18歳以上） 1,300円（一般1,800円）
高校生 　700円（一般1,100円）
小・中学生 　500円（一般  900円）
幼児（４歳以上） 　300円（一般  500円）  ３歳以下無料

㊟ 希望の券種【大人・高校・小中・幼児】をご記入ください。
申込枚数と一致する利用者名をご記入ください。
締切後のキャンセルはできません。

● ３月14日（火）締切　＊３月下旬発送いたします。
●「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。

入館券到着後、３週間以内に代金をお支払いください。
※感染症予防対策等による入館対応はホームページにて事前にご確認ください。

上越市立水族博物館 うみがたり入館券（4～9月利用分）
うみがたりの入館券をお得に斡旋します。
GW、夏休みにいかがでしょうか？

新潟県上越市五智2-15-15

譲渡・コピー不可【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

※欄内に記入しご使用ください
・会員･登録家族の利用に限る
・本券１枚で１名様１品のみ有効
・お会計時に本券を提出

契
約
店
舗

新発田店　海老ケ瀬店　中野山店　
亀貝店　旗屋店　程島店　白根店　
五泉店　春日町店　大郷町店　須頃店
荒町店　見附本店　川崎店　堺店　
柏崎店　小千谷店　安江店　飯店

お食事メニュー1品300円割引
くいどころ里味ぐるめクーポン

利用期間：R5.3.1㊌～6.30㊎

譲渡・コピー不可【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

※欄内に記入しご使用ください
・会員･登録家族の利用に限る
・本券１枚で１名様１品のみ有効
・お会計時に本券を提出

契
約
店
舗

新発田店　海老ケ瀬店　中野山店　
亀貝店　旗屋店　程島店　白根店　
五泉店　春日町店　大郷町店　須頃店
荒町店　見附本店　川崎店　堺店　
柏崎店　小千谷店　安江店　飯店

お食事メニュー1品300円割引
くいどころ里味ぐるめクーポン

利用期間：R5.3.1㊌～6.30㊎

くいどころ里味ぐるめクーポン
くいどころ里味は素材･鮮度･手づくりにこだわった、本物のおいしさをご提供します。
落ち着いた和の雰囲気を感じながら、ゆったりとお食事をお楽しみください。

年中無休

am11:00～pm10:00
（最終オーダーpm9:30）

新発田店　海老ケ瀬店　中野山店　
亀貝店　旗屋店　程島店　白根店　
五泉店　春日町店　大郷町店　須頃店　
荒町店　見附本店　川崎店　堺店　　
柏崎店　小千谷店　安江店　飯店
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お年玉プレゼント 賞品発送について
ニピイ１月号で募集した「お年玉プレゼント」
にはたくさんのご応募をいただきありがとう
ございました。（応募数3,655件）
当選結果は２月中旬に賞品の発送をもって代
えさせていただきました。
なお、応募多数のため、当選本数を増やして
発送しております。

■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

KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2023  
“PINEAPPLE EXPRESS”  
～明日大好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ～
● 2023年７月６日（木）18:30
● 新潟県民会館
● 全席指定6,930円（一般7,700円）40枚
● ３月26日（日）締切

※応募多数の場合は抽選（当選者のみ通知）
※３歳未満入場不可
※３歳以上有料
※会員及び登録家族１人１枚、最大４枚まで

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

ナンプレ数字パズル 【3月12日必着】 ニピイFAX 025−201−6117ホッと
一息

・ タテ列  （９列）、 ヨコ列  （９列）のそれぞれの列の中に、
１～９の数字が必ず１つずつ入ります。

・ ３×３マス  の太線で囲まれたブロック（９個）の中にも
１～９の数字が必ず１つずつ入ります。

ル
ー
ル

合計

解答欄

B

A

C

ルールに従ってすべての空きマスに数字を埋め、A･B･Cの合計を出 
します。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名にクオ 
カード（500円分）をプレゼントします。

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

間違い探し
正解発表
正解 ③７個
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908件・正解数653件）

  次 号 予 告 ※内容は変更になる場合があります。

・ロミロミ＆リンパトリートメント 5月１日（月）、5月13日（土）
・走り方教室　４月30日（日）
・Scratchプログラミング体験 4月22日（土）、5月13日（土）
・スマホカメラ講座 5月9日（火）、5月13日（土）、5月14日（日）
・だるまやグループラーメンクーポン
・ANAクラウンプラザホテル新潟レストランクーポン
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■３月の慶弔給付金対象者
対象者 ３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３月入社
平成20年３月入社
平成15年３月入社
平成10年３月入社
平成５年３月入社
昭和63年３月入社
昭和58年３月入社
平成15年３月生まれ
昭和38年３月生まれ
平成20年３月入籍
平成10年３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 （２月入会：２事業所）
・（株）ＳＡＮ－ＡＮＤ 中央区本町通
・（株）山市 中央区米山

■利用ガイドブック掲載内容の変更
・健康医学予防協会（P10）
　「新潟県けんこう財団」へ法人名称を変更
・ファミリーインドアテニススクール　特典の変更（P27）
　更新料（１年間有効） 無料→有料　※入校金は無料
　テニスコートレンタル料割引 あり→なし （5/7より）

利用補助券の有効期限について
●下記の利用券は３月と４月では券が異なります。
　 ニピイへお申込みの際は、必ず、利用日（購入日）をご

記入ください。新年度利用券は３月上旬から順次発
送します。

　　・ 東京ディズニーリゾート® 

コーポレートプログラム利用券
　　・ 指定保養施設利用補助券
　　・ゴルフ場利用補助券

● 2022年度分利用補助券冊子の有効期限は2023年３月
31日です。期限後はお使いになれません。

　　・映画館共通利用券
　　・温浴施設共通利用券
　　・新潟県立自然科学館利用券

新年度版の冊子を送付します
● 2023年度版利用補助券冊子
● ニピイニュース４月号（同送）
３月下旬に事業所宛に一括送
付します。利用補助券は紛失
されても再発行ができません
のでご注意ください。
送付部数は３月１日付けの会
員数です。４月入会者分は別
送しますので、３月末での退
会者分はニピイまでご返却く
ださい。
なお、お手元の利用ガイドブッ
クは継続利用をお願いします。 ▲補助券冊子

■事務担当者様へ 会員異動の手続きはお早めに
３月から４月にかけては異動が多い時期です。入退会の届
出書類は期限までにご提出ください。
退会届【３月31日退会分】
入会届【４月１日入会分】→４月５日（水）必着で

　ご提出ください。
＊ 事業所間の異動は、退会届･入会届を同時にご提出くだ

さい。
＊ 特に３月末退会の届出が遅れると、翌月分の会費も徴収の

対象となりますので、ご注意ください（あらかじめ退職日
がわかっている場合は、退職日前でも受け付けます）退会
者の会員証は、退会届を提出後、ニピイへご返却ください。

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。

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3F

tel. 025-201-6113
fax. 025-201-6117

公益財団法人
新潟市勤労者福祉サービスセンター

会員番号・氏名をご記入ください。

会員番号

会員氏名

2023年４月１日2023年４月１日 2024年3月3１日2024年3月3１日

※再発行はしませんので、紛失などないようご使用ください。
※他人への譲渡・転用を禁じます。

利用期間

2023年度分

ニピイ利用補助券冊子
ニピイ創立30周年記念

映画共通利用券 が
大変お得になっています‼

ホームページ https://www.nipy.jp/
会員募集中! 未加入事業所をご紹介ください。

Thank you!

■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。
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全福センターホームページのご利用方法
　ニピイは、一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（略称：全福センター）に加盟してい
ます。ニピイ会員であれば、宿泊・レジャー施設や生活サポート・カルチャーなど、全国組織としてのさまざ
まなサービスが利用できます。ぜひ一度ご覧ください。

アクセス方法

ログインすると、
右の画面に
なります。

●ログインID：sh    ●パスワード：zenpuku

※ニピイのホームページからも
　アクセスできます。

全福センター 検 索

広告


