
各種申し込みは、ご利用に余裕を持ってお申し込みいただきます
ようお願いいたします。なお、ＦＡＸ・インターネット申し込みは
24時間受信可能となっております。発券は8月16日(火)より開始
いたします。

申　込　書（8・9月号）

※申し込みは、ＦＡＸ 0258-37-5661・窓口・インターネット・郵送でお願いします。

チケットあっせん
チケット名 公演日時 申込枚数券種・区分

ポイント使用

ポイントなし

（あっせん価格）

（ 一 般 価 格 ）

（　　　　 ）枚

（　　　　 ）枚

１

2

推奨ツアー ツアー名

旅行会社社名

出発日

※下記の参加者名簿を必ず記入してください。

3

クオ・カード(1会員1枚） ＊送付先…事業所又は窓口

年　　　　月　　　　日令和

会員番号

会員氏名

送 付  先 事　業　所　 ・ 口　窓 　・ 　宅　自 　 （受取り　　　　　 月　　　　　 日）

事業所名

日中連絡の取れる電話番号

※申込みの番号に必ず○印と必要事項を記入してください。

8月10日(水)必着
抽選

参加者氏名

簿
名
者
加
参

（　　　　 ）名

（　　　　 ）名

会　　員

登録家族

受 　 付 　 印◆申込結果については、受付後おおむね10日以内に通知いたします。

　ただし、抽選するものについては、抽選後の通知といたします。

◆請求書に付いている払込票でお近くのコンビニエンスストアからお支払いください。代金の

　納入確認ができましたら、手配いたします。納入期限までに入金の確認ができない場合は、

　無効といたします。

◆送付先は会員の登録住所となります。

　また、払込票の払込人は会員氏名となります。

◆ボールペンで記入してください。 

会員番号・会員との続柄 参加者氏名 会員番号・会員との続柄

事務局だより
8月15日(月)は夏季休業いたします。 サマーボブスレー

 （ガイドブック24
ページ掲載）は６月末
で廃止となりました。

No.203

2022

〒940-0033　長岡市今朝白1-10-12
TEL.37-5656 　  FAX.37-5661
E-mail : info@nakky.jp

令和4年8月1日発行

公益財団法人 長岡市勤労者福祉サービスセンター
加入状況 事業所数　932社　　会員数　7,241人（令和4年7月1日現在）

各イベント・チケットの申し込みは、ＦＡＸ・窓口・インターネット・郵送のいずれかでお願いします。

ナッキー

サービスセンターニュース

クオ･カードクオ･カード割引あっせん販売割引あっせん販売

 

会員の皆様へ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている事業は中止あるいは延期になる場合があります。 
また、契約施設で臨時休業をしている施設もありますので、最新情報は各施設の公式サイト等でご確認ください。

あっせんセット数 700枚　１会員1枚

 申 込 期 限 8月10日(水)必着
「申込書（10ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申込みください。

支 払 期 限 8月29日（月）　※支払期限までに入金の確認ができない場合は、無効といたします。

抽選

あっせん価格 一般価格　5,000円 ➡ 4,300円

支 払 方 法 申込期限終了後抽選の上、当選者の方には請求書を送付します。 
支払期限までにお支払いをお願いします。 
 ・請求書に付いている払込票でお近くのコンビニエンスストアからお支払いください。

発 送 方 法 入金確認後、クオ・カードを手配し、登録された事業所へ会員分まとめて送付いたします。

そ の 他 抽選の結果は、請求書の発送をもってかえさせていただきます。
代金お支払い後または発送後のキャンセル・変更は受付できません。

国内提携のコンビニエンスストアやファミリーレストラン、書店等でご利用いただけます。
クオ・カードに有効期限はありません。

必要ポイント数 １pt

見　本見　本

8・9

※全国のクオ・カード加盟店で代金のお支払いにご利用いただけます。
※公共料金・プリペイドカード・印紙・切手・タバコ・チケット、その他㈱クオカードまたは取扱店が指定した商品のお支
　払いにはご利用いただけません。

新潟県内の主な利用可能店舗例　 ほんの一例です。詳しくは㈱クオカード ホームページをご覧ください。

　　

コンビニエンスストア

ドラッグストア

書　　　　店

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア

マツモトキヨシ

紀伊國屋書店(一部店舗を除く)､戸田書店(一部店舗を除く)、蔦屋書店(一部店舗を除く)
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の

・ 会員証提示による割引　※１名のみ

　・ぶどう狩り⇒5％割引
　 【摘み取り量り売りコース】　100ｇ 80～440円(税込)　※品種により単価は異なります。
　 【巨峰食べ放題コース】
　　8月13日～ 19日 ……… 中学生以上1,650円(税込)、4歳以上1,350円(税込)、3歳児550円(税込)
　　8月20日～ 11月上旬 … 中学生以上1,200円(税込)、4歳以上900円(税込)、3歳児550円(税込)
　【ぶどう３点セットコース】
　　巨峰１房摘み取り+ぶどう数種類お皿盛(15粒前後)+ジェラート(シングル）
　　8月13日～ 19日 ……… 1セット1,500円(税込)
　　8月20日～ 11月上旬 … 1セット1,200円(税込)

　・直売料金の5％割引　　　
　　ただし、手作りジェラート1個につき50円引き
　　※3名まで可

・ 天候等により収穫時期・営業時間が異なりますので、
  確認をしてからお出掛けください。

そ の 他

7月～ 10月　  9：00～ 18：00（最終受付17：30）
11月～ 6月　10：00～ 17：00（最終受付16：30）

開園時間

会員と登録家族対 象 者

8月1日(月)～11月頃収穫期間

フルーツランド　白根グレープガーデン
(新潟市南区鷲ノ木新田573　電話番号0256-362-5535）

施　　設

利用方法 当日、下記の利用補助券に必要事項をご記入のうえ、施設に提出し差額をお支払いください。

利用枚数 1会員2枚
※会員と登録家族1人1枚の利用
※利用補助券の追加・紛失等による再発行不可

フルーツランド白根グレープガーデン
ぶどう狩り利用補助券の発行

Ａ 10月22日（土）　Ｂ 10月23日（日）  ※雨天決行開 催 日

各日先着40名 （最少催行人数10名）定 員

2,000円 (一般料金 4,000円)
※参加費には、さくらの湯入館料、昼食代、ガイド料金、レジャー保険を含みます。
※参加費は、大人・小人同一料金です。小人は安全面から中学生以上の参加をおすすめします。

参 加 費

10月16日(日)　※開催日Ａ・Ｂは、先着順で定員になり次第受付終了申込期限

7:20までに「さくらの湯」集合時間・場所

１．Ａ、Ｂの日程を選び、弥彦さくらの湯へ電話で予約してください。
　申込先及びお問い合わせ先：弥彦温泉 さくらの湯　TEL 0256－94－1126
２．電話予約の際、参加者全員の氏名・申込み代表者の連絡先・住所、会員の方は会員番号も伝えて
　 ください。
３．当日、さくらの湯受付で精算し参加します。
　 （ナッキー会員の方は、当日会員証を提示してください。）
※内容変更の際又は開催日近くなりましたら、さくらの湯から電話連絡をいたしますので、日中連絡が取れる
   連絡先をお伝えください。
※登山用の動きやすい服装、雨具、水筒などの飲料水をご持参ください。

申込方法

さくらの湯出発(マイクロバスで移動)・トレッキング  ⇒  
さくらの湯到着  ⇒  入浴  ⇒
さくらの湯で昼食（お弁当付）
・ 昼食後は自由解散となります。（各移動時間は多少前後します。）  

日 程

※(公財）燕西蒲勤労者福祉サービスセンターと共同事業のため他の地域のお客様も参加されます。

会員と家族対 象 者

（イメージ）

有効期間 令和4年8月1日(月)～令和4年10月31日(月)
施  設  名

会 員 番 号

利用者氏名

利　用　日

●利用日、会員番号､利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券は会員と登録家族に限り使用できます。
●本券1枚で1人1枚利用できます。
●天候等により収穫時期・営業時間が異なりますので、確認を
　してからお出掛けください。

注）未記入の券は利用不可

ぶどう狩り利用補助券
令和4年度

補助額補助額 500円500円
フルーツランド白根グレープガーデン
新潟市南区鷲ノ木新田573
電話：0256-362-5535

有効期間 令和4年8月1日(月)～令和4年10月31日(月)
施  設  名

会 員 番 号

利用者氏名

利　用　日

●利用日、会員番号､利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券は会員と登録家族に限り使用できます。
●本券1枚で1人1枚利用できます。
●天候等により収穫時期・営業時間が異なりますので、確認を
　してからお出掛けください。

注）未記入の券は利用不可

ぶどう狩り利用補助券
令和4年度

補助額補助額 500円500円
フルーツランド白根グレープガーデン
新潟市南区鷲ノ木新田573
電話：0256-362-5535

キリトリキリトリ

さくらの湯を出発し、弥彦山を海側から登る裏参道コースです。
トレッキングを楽しんだ後は、さくらの湯の温泉とお食事をお楽しみ
いただけるプランです。

さくらの湯を出発し、弥彦山を海側から登る裏参道コースです。
トレッキングを楽しんだ後は、さくらの湯の温泉とお食事をお楽しみ
いただけるプランです。

【  7:30】
【11:00】
【12:00】

期間：令和4年10月31日（月）まで

トレッキングと温泉・食事プラントレッキングと温泉・食事プラン

会員と登録家族対 象 者

1,000円 (一般料金 2,200円)参 加 料

会　　場 おぐに和紙生産組合
(長岡市小国町小栗山145　TEL 0258-41-9770)

開催日時 8月1日(月)～8月21日(日)
①10：00～11：00　②13：30～14：30

長岡市小国地域に古くから受け継がれてきた小国和紙の紙すき体験と小国和紙を使ってこあんどん
をつくります。

お土産
付き

①直接、おぐに和紙生産組合へ電話で予約してください。
　申込先及びお問い合わせ先：おぐに和紙生産組合　TEL 0258－41－9770
②電話予約の際、開催期間内で参加希望日時、参加者氏名と会員番号を伝えてください。

申込方法

当日、会場で会員証を提示し、参加料をお支払いください。支払方法

濡れても良い服装で参加してください。そ の 他

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご来場の際はマスク着用をお願いします。
発熱や風邪の症状等がある場合は参加を自粛してください。

お 願 い

定　　員 計50名

申込期限 参加希望日の前日までに予約をしてください。

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可 発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可

おぐに和紙 紙すき体験と灯りづくりおぐに和紙 紙すき体験と灯りづくり

（イメージ）

渋
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川
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25

おぐに和紙
生産組合➡
おぐに和紙
生産組合➡

　㈱ピーコック
←小国工場

小国民俗
資料館

障害福祉サービス
事業所しぶみ工房→
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の

・ 会員証提示による割引　※１名のみ

　・ぶどう狩り⇒5％割引
　 【摘み取り量り売りコース】　100ｇ 80～440円(税込)　※品種により単価は異なります。
　 【巨峰食べ放題コース】
　　8月13日～ 19日 ……… 中学生以上1,650円(税込)、4歳以上1,350円(税込)、3歳児550円(税込)
　　8月20日～ 11月上旬 … 中学生以上1,200円(税込)、4歳以上900円(税込)、3歳児550円(税込)
　【ぶどう３点セットコース】
　　巨峰１房摘み取り+ぶどう数種類お皿盛(15粒前後)+ジェラート(シングル）
　　8月13日～ 19日 ……… 1セット1,500円(税込)
　　8月20日～ 11月上旬 … 1セット1,200円(税込)

　・直売料金の5％割引　　　
　　ただし、手作りジェラート1個につき50円引き
　　※3名まで可

・ 天候等により収穫時期・営業時間が異なりますので、
  確認をしてからお出掛けください。

そ の 他

7月～ 10月　  9：00～ 18：00（最終受付17：30）
11月～ 6月　10：00～ 17：00（最終受付16：30）

開園時間

会員と登録家族対 象 者

8月1日(月)～11月頃収穫期間

フルーツランド　白根グレープガーデン
(新潟市南区鷲ノ木新田573　電話番号0256-362-5535）

施　　設

利用方法 当日、下記の利用補助券に必要事項をご記入のうえ、施設に提出し差額をお支払いください。

利用枚数 1会員2枚
※会員と登録家族1人1枚の利用
※利用補助券の追加・紛失等による再発行不可

フルーツランド白根グレープガーデン
ぶどう狩り利用補助券の発行

Ａ 10月22日（土）　Ｂ 10月23日（日）  ※雨天決行開 催 日

各日先着40名 （最少催行人数10名）定 員

2,000円 (一般料金 4,000円)
※参加費には、さくらの湯入館料、昼食代、ガイド料金、レジャー保険を含みます。
※参加費は、大人・小人同一料金です。小人は安全面から中学生以上の参加をおすすめします。

参 加 費

10月16日(日)　※開催日Ａ・Ｂは、先着順で定員になり次第受付終了申込期限

7:20までに「さくらの湯」集合時間・場所

１．Ａ、Ｂの日程を選び、弥彦さくらの湯へ電話で予約してください。
　申込先及びお問い合わせ先：弥彦温泉 さくらの湯　TEL 0256－94－1126
２．電話予約の際、参加者全員の氏名・申込み代表者の連絡先・住所、会員の方は会員番号も伝えて
　 ください。
３．当日、さくらの湯受付で精算し参加します。
　 （ナッキー会員の方は、当日会員証を提示してください。）
※内容変更の際又は開催日近くなりましたら、さくらの湯から電話連絡をいたしますので、日中連絡が取れる
   連絡先をお伝えください。
※登山用の動きやすい服装、雨具、水筒などの飲料水をご持参ください。

申込方法

さくらの湯出発(マイクロバスで移動)・トレッキング  ⇒  
さくらの湯到着  ⇒  入浴  ⇒
さくらの湯で昼食（お弁当付）
・ 昼食後は自由解散となります。（各移動時間は多少前後します。）  

日 程

※(公財）燕西蒲勤労者福祉サービスセンターと共同事業のため他の地域のお客様も参加されます。

会員と家族対 象 者

（イメージ）

有効期間 令和4年8月1日(月)～令和4年10月31日(月)
施  設  名

会 員 番 号

利用者氏名

利　用　日

●利用日、会員番号､利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券は会員と登録家族に限り使用できます。
●本券1枚で1人1枚利用できます。
●天候等により収穫時期・営業時間が異なりますので、確認を
　してからお出掛けください。

注）未記入の券は利用不可

ぶどう狩り利用補助券
令和4年度

補助額補助額 500円500円
フルーツランド白根グレープガーデン
新潟市南区鷲ノ木新田573
電話：0256-362-5535

有効期間 令和4年8月1日(月)～令和4年10月31日(月)
施  設  名

会 員 番 号

利用者氏名

利　用　日

●利用日、会員番号､利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券は会員と登録家族に限り使用できます。
●本券1枚で1人1枚利用できます。
●天候等により収穫時期・営業時間が異なりますので、確認を
　してからお出掛けください。

注）未記入の券は利用不可

ぶどう狩り利用補助券
令和4年度

補助額補助額 500円500円
フルーツランド白根グレープガーデン
新潟市南区鷲ノ木新田573
電話：0256-362-5535

キリトリキリトリ

さくらの湯を出発し、弥彦山を海側から登る裏参道コースです。
トレッキングを楽しんだ後は、さくらの湯の温泉とお食事をお楽しみ
いただけるプランです。

さくらの湯を出発し、弥彦山を海側から登る裏参道コースです。
トレッキングを楽しんだ後は、さくらの湯の温泉とお食事をお楽しみ
いただけるプランです。

【  7:30】
【11:00】
【12:00】

期間：令和4年10月31日（月）まで

トレッキングと温泉・食事プラントレッキングと温泉・食事プラン

会員と登録家族対 象 者

1,000円 (一般料金 2,200円)参 加 料

会　　場 おぐに和紙生産組合
(長岡市小国町小栗山145　TEL 0258-41-9770)

開催日時 8月1日(月)～8月21日(日)
①10：00～11：00　②13：30～14：30

長岡市小国地域に古くから受け継がれてきた小国和紙の紙すき体験と小国和紙を使ってこあんどん
をつくります。

お土産
付き

①直接、おぐに和紙生産組合へ電話で予約してください。
　申込先及びお問い合わせ先：おぐに和紙生産組合　TEL 0258－41－9770
②電話予約の際、開催期間内で参加希望日時、参加者氏名と会員番号を伝えてください。

申込方法

当日、会場で会員証を提示し、参加料をお支払いください。支払方法

濡れても良い服装で参加してください。そ の 他

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご来場の際はマスク着用をお願いします。
発熱や風邪の症状等がある場合は参加を自粛してください。

お 願 い

定　　員 計50名

申込期限 参加希望日の前日までに予約をしてください。

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可 発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター 譲渡・コピー不可

おぐに和紙 紙すき体験と灯りづくりおぐに和紙 紙すき体験と灯りづくり

（イメージ）
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利用資格 会員と登録家族
利用枚数 1会員2枚　※紛失・追加等による再発行はいたしません。
利用方法 ①下記の利用補助券を切り取り必要事項を記入してください。

　記入のないもの､コピーした券は無効です。
②利用当日､受付時｢利用補助券｣を提出し会員料金をお支払
　いください。

お問い合わせ サントピアワールド　阿賀野市久保1-1　☎0250-68-3450　http://www.suntopi.com

　

利用期間 8月1日(月)～9月25日(日)
土日祝／10:00～16:00（予約不要)
平　日／13:00～21:00（予約制)

利用料金 券　　種
1,000円
1,500円

会員料金
2,000円
2,500円

通常料金
1　日　券
親子1日券

※3歳未満無料
※親子1日券は、1枚につき大人1名、3歳～小学生までのこども1名です。

県内初！3コースのミニ四駆サーキット、全天候型ドローンフィールドなど様々な“遊び”と“楽
しい”を追求した施設です。こどもから大人まで楽しめます。

会員証提示特別割引
期間中、利用補助券がなくても会員証
の提示で何回でも利用できます。

●１時間券　　　500円（通常料金　1,000円)
●１日券　　　1,200円（通常料金　2,000円)
●親子１日券　1,700円（通常料金　2,500円)

サントピアワールド
ゴールデンフリーキップ利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

お問い合わせ：サントピアワールド　阿賀野市久保1-1　☎0250-68-3450

譲渡・コピー不可

利用期間 令和4年8月1日(月)～令和4年9月25日(日)
会員料金 中学生以上

3歳～小学生
3,500円 (通常料金 5,000円）
3,200円 (通常料金 4,500円)

会 員 番 号

利用者氏名
●会員番号、利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券に会員料金を添えてご提出ください。

注）未記入の券は利用不可

サントピアワールド
ひみつきち利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

お問い合わせ：サントピアワールド　阿賀野市久保1-1 ☎0250-68-3450

譲渡・コピー不可

利用期間 令和4年8月1日(月)～令和4年9月25日(日)
会員料金

会 員 番 号

利用者氏名
●会員番号、利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券に会員料金を添えてご提出ください。

注）未記入の券は利用不可

 1  日  券　1,000円 (通常料金 2,000円）
親子1日券　1,500円 (通常料金 2,500円)

サントピアワールド
ゴールデンフリーキップ利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

お問い合わせ：サントピアワールド　阿賀野市久保1-1　☎0250-68-3450

譲渡・コピー不可

利用期間 令和4年8月1日(月)～令和4年9月25日(日)
会員料金 中学生以上

3歳～小学生
3,500円 (通常料金 5,000円）
3,200円 (通常料金 4,500円)

会 員 番 号

利用者氏名
●会員番号、利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券に会員料金を添えてご提出ください。

注）未記入の券は利用不可

サントピアワールド
ひみつきち利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

お問い合わせ：サントピアワールド　阿賀野市久保1-1 ☎0250-68-3450

譲渡・コピー不可

利用期間 令和4年8月1日(月)～令和4年9月25日(日)
会員料金

会 員 番 号

利用者氏名
●会員番号、利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券に会員料金を添えてご提出ください。

注）未記入の券は利用不可

 1  日  券　1,000円 (通常料金 2,000円）
親子1日券　1,500円 (通常料金 2,500円)

利用期間 8月1日(月)～9月25日(日)
※8月22日（月）以降は土日祝日のみ

乗り放題フリーキップには一部制限(１回限り)のアトラクションがあります。そ の 他

入園料と乗り放題フリーキップがセットになったお得なチケットです。

利用料金 券　　種
3,500円
3,200円

会員料金
5,000円
4,500円

通常料金
中学生以上
3歳～小学生
※3歳未満無料

キリトリキリトリ

ゴールデンフリーキップゴールデンフリーキップ

ひみつきちひみつきち

利用補助券利用補助券ゴールデンフリーキップゴールデンフリーキップ ひみつきちひみつきち
チチケットあっせんケットあっせん情報情報
ポイント利用▶▶▶
チケット申し込みにはポイント
が必要です。掲載されているポ
イント数はチケット1枚の申し
込みに必要なポイント数です。
※ポイント不要のチケットも
あります。ご確認ください。

申込方法▶▶▶
『申込書(10ページ)』に必要事
項を記入のうえ、お申し込みく
ださい。

支払方法▶▶▶
・請求書に付いている払込票で
お近くのコンビニエンススト
アからお支払いください。
・事務局窓口で現金にてお支払
いいただくこともできます。

その他▶▶▶
・代金の入金確認ができましたら、手配をいたします。
・あっせん枚数がなくなり次第、受付終了となります。
・代金お支払い後または発送後のキャンセル・変更は
受付できません。
・座席は事務局で指定させていただきます。
・支払期限までに入金の確認ができない場合は、無効
といたします。

新潟県展を育てた
審査員たち展
県下最大の公募展・県展の歴代審査員を務めた
作家たちの作品を一堂に展示。終戦間もない
1945年11月に全国に先駆けて開催され、新潟
の美術界を牽引してきた県展の系譜を辿る貴重
な機会です。

シュルレアリスムを代表する画家として知られ
るサルバドール・ダリ（1904～ 1989）。その多
彩な創作活動の中から版画作品約200点を展
示し、20世紀最大の奇才といわれるダリの真髄
に迫ります。

会 期 8月11日（木・祝）～9月8日（木）
会 場 新潟県民会館  ３階  ギャラリー
券種・区分 一般　中・高・大学生

券種・区分 一般

あっせん価格 一般 700円　中・高・大学生 400円
前売券　一般 800円　  中・高・大学生 500円
当日券　一般 1,000円 中・高・大学生 700円

一般価格

申込期限 8月10日(水)必着
そ の 他 小学生以下無料

そ の 他 中学生以下無料

8月10日(水)納入期限

あっせん枚数 各50枚

佐々木象堂《瑞鳥置物》雪梁舎美術館蔵

ポイント不要

必要ポイント数 1 pt令和４年
山古志 闘牛大会 入場券
山古志闘牛場で開催される、国指定重要無形民俗文化財、山古志闘牛大会の入場券です。
開催日、１枚につき１名様１回限り有効です。

開 催 日 ８月２日(火)※、３日(水)、28日(日)、
９月18日(日)、10月９日(日)、23日(日)※、
11月３日(木・祝)　
13：00取組開始（受付10：00～）　雨天決行

会 場 長岡市山古志闘牛場(長岡市山古志南平地内)
券種・区分 入場券

2,200円一般価格

申込期限 11月2日(水)必着
そ の 他 中学生以下無料

11月2日(水)納入期限

あっせん枚数 100枚

※印は、特別開催になります。詳細については、「山古志闘牛会」フェイスブック
ページへ掲載いたします。

あっせん価格 1,100円

必要ポイント数 1 pt庵野秀明展
総監督を務めた『シン・エヴァンゲリオン劇
場版』が興行収入100億円を超える大ヒット
となった庵野秀明。本展は、アニメーター時
代に参加した過去作品や、監督、プロデュー
サーとして活躍する最新の仕事までを網羅
し、創作活動の秘密に迫ります。

そ の 他 中学生以下無料
9月22日(木)納入期限

あっせん価格 1,200円
前売券　1,500円　当日券　1,700円一般価格

申込期限 9月22日(木)必着

会　　期 9月23日(金・祝)～ 2023年1月9日(月・祝)
会　　場 新潟県立万代島美術館

あっせん枚数 100枚
券種・区分 一般

必要ポイント数 1 pt妙高杉ノ原スキー場
2022秋ゴンドラ往復乗車券

そ の 他 幼児はおとな1名の同行につき1名無料。
1名を超える場合はこども料金を適用。

11月4日(金)納入期限

あっせん価格 おとな 1,200円　こども 600円
おとな 1,600円　  こども 800円一般価格

申込期限 11月4日(金)必着

営業期間 10月8日（土）～
11月6日（日）

営業時間 9：00～16：00
（上り最終15:30)

あっせん枚数 各50枚

券種・区分 往復券
おとな（中学生以上）
こども（小学生）

必要ポイント数 1 ptホテルニューオータニ長岡
グルメ＆ビアチケット
ホテルの味を満喫できる、ちょっとお得な
チケットです。
6,000円分としてご利用いただけます。
おつりはでません。

利用期間 7月１日(金)～
10月31日(月)

利用会場 ホテルニューオータニ長岡
アゼリア・胡蝶・悠・辛夷・ビアテラス

あっせん価格 5,000円
5,500円一般価格 申込期限 8月31日(水)必着
8月31日(水)納入期限

あっせん枚数 100枚

必要ポイント数 1 ptダリ版画展
奇才？天才？
その知られざる世界

会 期 10月8日(土)～12月4日(日)
会　　場 新潟県立近代美術館

あっせん価格 900円
前売券　1,200円　当日券　1,400円一般価格

申込期限 10月7日(金)必着 10月7日(金)納入期限

あっせん枚数 100枚
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利用資格 会員と登録家族
利用枚数 1会員2枚　※紛失・追加等による再発行はいたしません。
利用方法 ①下記の利用補助券を切り取り必要事項を記入してください。

　記入のないもの､コピーした券は無効です。
②利用当日､受付時｢利用補助券｣を提出し会員料金をお支払
　いください。

お問い合わせ サントピアワールド　阿賀野市久保1-1　☎0250-68-3450　http://www.suntopi.com

利用期間 8月1日(月)～9月25日(日)
土日祝／10:00～16:00（予約不要)
平　日／13:00～21:00（予約制)

利用料金 券　　種
1,000円
1,500円

会員料金
2,000円
2,500円

通常料金
1　日　券
親子1日券

※3歳未満無料
※親子1日券は、1枚につき大人1名、3歳～小学生までのこども1名です。

県内初！3コースのミニ四駆サーキット、全天候型ドローンフィールドなど様々な“遊び”と“楽
しい”を追求した施設です。こどもから大人まで楽しめます。

会員証提示特別割引
期間中、利用補助券がなくても会員証
の提示で何回でも利用できます。

●１時間券　　　500円（通常料金　1,000円)
●１日券　　　1,200円（通常料金　2,000円)
●親子１日券　1,700円（通常料金　2,500円)

サントピアワールド
ゴールデンフリーキップ利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

お問い合わせ：サントピアワールド　阿賀野市久保1-1　☎0250-68-3450

譲渡・コピー不可

利用期間 令和4年8月1日(月)～令和4年9月25日(日)
会員料金 中学生以上

3歳～小学生
3,500円 (通常料金 5,000円）
3,200円 (通常料金 4,500円)

会 員 番 号

利用者氏名
●会員番号、利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券に会員料金を添えてご提出ください。

注）未記入の券は利用不可

サントピアワールド
ひみつきち利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

お問い合わせ：サントピアワールド　阿賀野市久保1-1 ☎0250-68-3450

譲渡・コピー不可

利用期間 令和4年8月1日(月)～令和4年9月25日(日)
会員料金

会 員 番 号

利用者氏名
●会員番号、利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券に会員料金を添えてご提出ください。

注）未記入の券は利用不可

 1  日  券　1,000円 (通常料金 2,000円）
親子1日券　1,500円 (通常料金 2,500円)

サントピアワールド
ゴールデンフリーキップ利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

お問い合わせ：サントピアワールド　阿賀野市久保1-1　☎0250-68-3450

譲渡・コピー不可

利用期間 令和4年8月1日(月)～令和4年9月25日(日)
会員料金 中学生以上

3歳～小学生
3,500円 (通常料金 5,000円）
3,200円 (通常料金 4,500円)

会 員 番 号

利用者氏名
●会員番号、利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券に会員料金を添えてご提出ください。

注）未記入の券は利用不可

サントピアワールド
ひみつきち利用補助券

発行：（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

お問い合わせ：サントピアワールド　阿賀野市久保1-1 ☎0250-68-3450

譲渡・コピー不可

利用期間 令和4年8月1日(月)～令和4年9月25日(日)
会員料金

会 員 番 号

利用者氏名
●会員番号、利用者氏名を必ずご記入ください。
●本券に会員料金を添えてご提出ください。

注）未記入の券は利用不可

 1  日  券　1,000円 (通常料金 2,000円）
親子1日券　1,500円 (通常料金 2,500円)

利用期間 8月1日(月)～9月25日(日)
※8月22日（月）以降は土日祝日のみ

乗り放題フリーキップには一部制限(１回限り)のアトラクションがあります。そ の 他

入園料と乗り放題フリーキップがセットになったお得なチケットです。

利用料金 券　　種
3,500円
3,200円

会員料金
5,000円
4,500円

通常料金
中学生以上
3歳～小学生
※3歳未満無料

キリトリキリトリ

ゴールデンフリーキップゴールデンフリーキップ

ひみつきちひみつきち

利用補助券利用補助券ゴールデンフリーキップゴールデンフリーキップ ひみつきちひみつきち
チチケットあっせんケットあっせん情報情報
ポイント利用▶▶▶
チケット申し込みにはポイント
が必要です。掲載されているポ
イント数はチケット1枚の申し
込みに必要なポイント数です。
※ポイント不要のチケットも
あります。ご確認ください。

申込方法▶▶▶
『申込書(10ページ)』に必要事
項を記入のうえ、お申し込みく
ださい。

支払方法▶▶▶
・請求書に付いている払込票で
お近くのコンビニエンススト
アからお支払いください。
・事務局窓口で現金にてお支払
いいただくこともできます。

その他▶▶▶
・代金の入金確認ができましたら、手配をいたします。
・あっせん枚数がなくなり次第、受付終了となります。
・代金お支払い後または発送後のキャンセル・変更は
受付できません。
・座席は事務局で指定させていただきます。
・支払期限までに入金の確認ができない場合は、無効
といたします。

新潟県展を育てた
審査員たち展
県下最大の公募展・県展の歴代審査員を務めた
作家たちの作品を一堂に展示。終戦間もない
1945年11月に全国に先駆けて開催され、新潟
の美術界を牽引してきた県展の系譜を辿る貴重
な機会です。

シュルレアリスムを代表する画家として知られ
るサルバドール・ダリ（1904～ 1989）。その多
彩な創作活動の中から版画作品約200点を展
示し、20世紀最大の奇才といわれるダリの真髄
に迫ります。

会 期 8月11日（木・祝）～9月8日（木）
会 場 新潟県民会館  ３階  ギャラリー
券種・区分 一般　中・高・大学生

券種・区分 一般

あっせん価格 一般 700円　中・高・大学生 400円
前売券　一般 800円　  中・高・大学生 500円
当日券　一般 1,000円　中・高・大学生 700円

一般価格

申込期限 8月10日(水)必着
そ の 他 小学生以下無料

そ の 他 中学生以下無料

8月10日(水)納入期限

あっせん枚数 各50枚

佐々木象堂《瑞鳥置物》雪梁舎美術館蔵

ポイント不要

必要ポイント数 1 pt令和４年
山古志 闘牛大会 入場券
山古志闘牛場で開催される、国指定重要無形民俗文化財、山古志闘牛大会の入場券です。
開催日、１枚につき１名様１回限り有効です。

開 催 日 ８月２日(火)※、３日(水)、28日(日)、
９月18日(日)、10月９日(日)、23日(日)※、
11月３日(木・祝)　
13：00取組開始（受付10：00～）　雨天決行

会 場 長岡市山古志闘牛場(長岡市山古志南平地内)
券種・区分 入場券

2,200円一般価格

申込期限 11月2日(水)必着
そ の 他 中学生以下無料

11月2日(水)納入期限

あっせん枚数 100枚

※印は、特別開催になります。詳細については、「山古志闘牛会」フェイスブック
ページへ掲載いたします。

あっせん価格 1,100円

必要ポイント数 1 pt庵野秀明展
総監督を務めた『シン・エヴァンゲリオン劇
場版』が興行収入100億円を超える大ヒット
となった庵野秀明。本展は、アニメーター時
代に参加した過去作品や、監督、プロデュー
サーとして活躍する最新の仕事までを網羅
し、創作活動の秘密に迫ります。

そ の 他 中学生以下無料
9月22日(木)納入期限

あっせん価格 1,200円
前売券　1,500円　当日券　1,700円一般価格

申込期限 9月22日(木)必着

会　　期 9月23日(金・祝)～ 2023年1月9日(月・祝)
会　　場 新潟県立万代島美術館

あっせん枚数 100枚
券種・区分 一般

必要ポイント数 1 pt妙高杉ノ原スキー場
2022秋ゴンドラ往復乗車券

そ の 他 幼児はおとな1名の同行につき1名無料。
1名を超える場合はこども料金を適用。

11月4日(金)納入期限

あっせん価格 おとな 1,200円 こども 600円
おとな 1,600円　  こども 800円一般価格

申込期限 11月4日(金)必着

営業期間 10月8日（土）～
11月6日（日）

営業時間 9：00～16：00
 （上り最終15:30)

あっせん枚数 各50枚

券種・区分 往復券
おとな（中学生以上）
こども（小学生）

必要ポイント数 1 ptホテルニューオータニ長岡
グルメ＆ビアチケット
ホテルの味を満喫できる、ちょっとお得な
チケットです。
6,000円分としてご利用いただけます。
おつりはでません。

利用期間 7月１日(金)～
10月31日(月)

利用会場 ホテルニューオータニ長岡
アゼリア・胡蝶・悠・辛夷・ビアテラス

あっせん価格 5,000円
5,500円一般価格 申込期限 8月31日(水)必着
8月31日(水)納入期限

あっせん枚数 100枚

必要ポイント数 1 ptダリ版画展
奇才？天才？ 
その知られざる世界

会 期 10月8日(土)～12月4日(日)
会　　場 新潟県立近代美術館

あっせん価格 900円
前売券　1,200円　当日券　1,400円一般価格

申込期限 10月7日(金)必着 10月7日(金)納入期限

あっせん枚数 100枚
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プランパスワード：festhx22
契約団体番号：１２１７

チチケットあっせんケットあっせん情報情報チチケットあっせんケットあっせん情報情報

7,700円一般価格

必要ポイント数 1 pt

日 時 10月21日(金) 18：30開演
会 場 新潟県民会館
券種・区分 指定
あっせん枚数 20枚(1会員4枚まで)

申込期限 9月5日(月)必着 9月5日(月)納入期限

そ の 他 3歳未満入場不可、3歳以上から1人1枚チケット必要

斉藤和義
弾き語りツアー2022

あっせん価格 7,000円

日 時 9月10日(土) 17：00開演
会 場 新潟県民会館 券種・区分 指定

申込期限 8月24日(水)必着 8月24日(水)納入期限

和楽器バンド
ボカロ三昧２大演奏会

必要ポイント数 1 pt

あっせん枚数 20枚(1会員4枚まで)
あっせん価格 9,000円 10,000円一般価格

そ の 他 ３歳以上有料、２歳以下入場不可  ただし、２歳以下の場合でも
膝上鑑賞可能な場合は、無料で入場可

日 時 10月6日(木)
19：00開演

会 場 アミューズメント佐渡
券種・区分 指定

申込期限 8月19日(金)必着 8月19日(金)納入期限

そ の 他

大黒摩季
30th Anniversary Best Live Tour 2022-23
ーSPARKLEー SeasonⅡ Powered 
by CHAMPAGNE COLLET

必要ポイント数 1 pt

あっせん枚数 20枚
あっせん価格 6,100円

7,800円一般価格

4歳以上有料／3歳以下無料(ただし座席が必要な場合は有料）
学生割引(中高生)3000円分、キッズ割引(小学生以下)5000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

3,000円一般価格

必要ポイント数 1 pt

日 時 11月26日（土） 
14：00開演

会 場 リリックホール・コンサートホール
券種・区分 指定 あっせん枚数 30枚
あっせん価格 2,700円

納入期限 8月10日(水)
8月10日(水)必着申込期限

第20回
澤クヮルテット コンサート
～疾走する悲しみから無垢なる喜びへ～
出　演：澤クヮルテット
　　　 （澤和樹、大関博明、市坪俊彦、林俊昭）
　　　 阪本奈津子（ヴィオラ）

曲　目：モーツァルト／
弦楽四重奏曲No.3  ト長調 K.156
弦楽五重奏曲No.4  ト短調 K.516
弦楽五重奏曲No.3  ハ長調 K.515 

そ の 他 未就学児入場不可

©Akira Muto

ー「話す」芸に「語る」芸ー
粋でいなせで心地よい話芸
の極みをたっぷりとお楽し
みください。
出演：三遊亭好楽

 春風亭小朝
 玉川太福

　　 （曲師：玉川みね子）
 桂宮治　他

秋の特別落語会
in 長岡

必要ポイント数 1 pt

8月12日(金)納入期限

そ の 他 未就学児入場不可
新型コロナウイルス対策にご協力をお願いします。

4,000円一般価格

申込期限 8月12日(金)必着

あっせん枚数 30枚
あっせん価格 3,600円

会 場 長岡市立劇場
券種・区分 指定

日 時 10月23日(日) 14：00開演

手蔦葵の『ただいま』を始め、普段耳
にすることが多い、映画やドラマ、
ミュージカルの音楽を手掛ける気
鋭の作曲家・音楽プロデューサー。
紅白歌合戦で竹内まりやが歌唱し
た『いのちの歌』は日本中の小中学
校で歌い継がれる代表曲です。

詩吟、和楽器とロックバンドを融合
させた新感覚ロックエンタテイン
メントバンド。2014年4月にアル
バム「ボカロ三昧」でデビュー。第
57回「輝く!｠日本レコード大賞｠企
画賞」、第60回「輝く!｠日本レコー
ド大賞｠アルバム賞」を受賞。また国
内外において精力的にライブを行
い、2016年にはデビュー 1年9ヶ
月にして初の日本武道館公演開催、
海外においては北米単独ツアーを
開催。今、日本のみならず世界中か
ら注目を集めるアーティスト！

村松崇継
Piano Sings 2022 

必要ポイント数 1 pt

9月20日(火)納入期限

そ の 他 未就学児入場不可

5,000円一般価格

申込期限 9月20日(火)必着

あっせん枚数 20枚
あっせん価格 4,500円

会 場 新潟県民会館　小ホール
券種・区分 指定

日 時 11月12日(土) 14：00開演

5,000円一般価格

必要ポイント数 1 pt

日 時 11月26日（土）
15:00開演

会 場 新発田市民文化会館
券種・区分 指定
あっせん枚数 20枚
あっせん価格 4,500円

申込期限 9月20日（火）必着
9月20日（火）納入期限

瀬木貴将 feat 
高橋洋子
心を癒やす瀬木貴将の「サンポーニャー＆ケー
ナ」の音色と『残酷な天使のテーゼ』『魂のルフ
ラン』等のヒット曲を持つ圧巻の歌声のコラボ
をお楽しみください。

そ の 他 未就学児入場不可

必要ポイント数 1 pt

6,000円一般価格

日 時 ①11月26日（土）
　14:00開演
②11月27日（日）
　14:00開演

会 場 新潟県民会館
券種・区分 S席 あっせん枚数 各30枚
あっせん価格 5,400円
申込期限 9月26日（月）必着 9月26日（月）納入期限

鼓童
ワン・アース・ツアー2022～ミチカケ
新潟公演
全曲新曲で上演予定。革新的な意欲作。
夜明けから深夜まで変わり続ける自然界のリズム「日
の出日の入り」「潮の満ち引き」「月の満ち欠け」。
自然界のリズムに秘められた律動を太鼓音楽で探求
する新作にご期待ください。

そ の 他 未就学児入場不可

©岡本隆史

7,000円一般価格

必要ポイント数 1 pt

日 時 12月4日（日） 14：00開演
会 場 長岡市立劇場 券種・区分 S席
あっせん枚数 30枚 あっせん価格 6,300円

申込期限 9月9日(金)必着
9月9日(金)納入期限 そ の 他 未就学児入場不可

ローマの休日 全編上映ライブ・コンサート
～ローマ・イタリア管弦楽団～ 映画史に燦然と輝き続ける名作「ローマの

休日」。作品中の音楽を生演奏に替え全編
上映。銀幕の妖精「オードリー」と本場仕込
みのオーケストラ「ローマ・イタリア管弦
楽団」の共演で贈る豪華プログラム。

6 Service Center News 7Service Center News



チチケットあっせんケットあっせん情報情報チチケットあっせんケットあっせん情報情報

7,700円一般価格

必要ポイント数 1 pt

日 時 10月21日(金) 18：30開演
会 場 新潟県民会館
券種・区分 指定
あっせん枚数 20枚(1会員4枚まで)

申込期限 9月5日(月)必着 9月5日(月)納入期限

そ の 他 3歳未満入場不可、3歳以上から1人1枚チケット必要

斉藤和義
弾き語りツアー2022

あっせん価格 7,000円

日 時 9月10日(土) 17：00開演
会 場 新潟県民会館 券種・区分 指定

申込期限 8月24日(水)必着 8月24日(水)納入期限

和楽器バンド
ボカロ三昧２大演奏会

必要ポイント数 1 pt

あっせん枚数 20枚(1会員4枚まで)
あっせん価格 9,000円 10,000円一般価格

そ の 他 ３歳以上有料、２歳以下入場不可  ただし、２歳以下の場合でも
膝上鑑賞可能な場合は、無料で入場可

日 時 10月6日(木)
19：00開演

会 場 アミューズメント佐渡
券種・区分 指定

申込期限 8月19日(金)必着 8月19日(金)納入期限

そ の 他

大黒摩季
30th Anniversary Best Live Tour 2022-23
ーSPARKLEー SeasonⅡ Powered
by CHAMPAGNE COLLET

必要ポイント数 1 pt

あっせん枚数 20枚
あっせん価格 6,100円

7,800円一般価格

4歳以上有料／3歳以下無料(ただし座席が必要な場合は有料）
学生割引(中高生)3000円分、キッズ割引(小学生以下)5000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

3,000円一般価格

必要ポイント数 1 pt

日 時 11月26日（土）
14：00開演

会 場 リリックホール・コンサートホール
券種・区分 指定 あっせん枚数 30枚
あっせん価格 2,700円

納入期限 8月10日(水)
8月10日(水)必着申込期限

第20回
澤クヮルテット コンサート
～疾走する悲しみから無垢なる喜びへ～
出　演：澤クヮルテット

（澤和樹、大関博明、市坪俊彦、林俊昭）
　　　 阪本奈津子（ヴィオラ）

曲　目：モーツァルト／
　　　  弦楽四重奏曲No.3  ト長調 K.156
　　　  弦楽五重奏曲No.4  ト短調 K.516
　　　  弦楽五重奏曲No.3  ハ長調 K.515 

そ の 他 未就学児入場不可

©Akira Muto

ー「話す」芸に「語る」芸ー
粋でいなせで心地よい話芸
の極みをたっぷりとお楽し
みください。
出演：三遊亭好楽

春風亭小朝
玉川太福
（曲師：玉川みね子）
桂宮治　他

秋の特別落語会
in 長岡

必要ポイント数 1 pt

8月12日(金)納入期限

そ の 他 未就学児入場不可
新型コロナウイルス対策にご協力をお願いします。

4,000円一般価格

申込期限 8月12日(金)必着

あっせん枚数 30枚
あっせん価格 3,600円

会 場 長岡市立劇場
券種・区分 指定

日 時 10月23日(日) 14：00開演

手蔦葵の『ただいま』を始め、普段耳
にすることが多い、映画やドラマ、
ミュージカルの音楽を手掛ける気
鋭の作曲家・音楽プロデューサー。
紅白歌合戦で竹内まりやが歌唱し
た『いのちの歌』は日本中の小中学
校で歌い継がれる代表曲です。

詩吟、和楽器とロックバンドを融合
させた新感覚ロックエンタテイン
メントバンド。2014年4月にアル
バム「ボカロ三昧」でデビュー。第
57回「輝く!｠日本レコード大賞｠企
画賞」、第60回「輝く!｠日本レコー
ド大賞｠アルバム賞」を受賞。また国
内外において精力的にライブを行
い、2016年にはデビュー 1年9ヶ
月にして初の日本武道館公演開催、
海外においては北米単独ツアーを
開催。今、日本のみならず世界中か
ら注目を集めるアーティスト！

村松崇継
Piano Sings 2022

必要ポイント数 1 pt

9月20日(火)納入期限

そ の 他 未就学児入場不可

5,000円一般価格

申込期限 9月20日(火)必着

あっせん枚数 20枚
あっせん価格 4,500円

会 場 新潟県民会館　小ホール
券種・区分 指定

日 時 11月12日(土) 14：00開演

5,000円一般価格

必要ポイント数 1 pt

日 時 11月26日（土） 
15:00開演

会 場 新発田市民文化会館
券種・区分 指定
あっせん枚数 20枚
あっせん価格 4,500円

申込期限 9月20日（火）必着
9月20日（火）納入期限

瀬木貴将 feat 
高橋洋子
心を癒やす瀬木貴将の「サンポーニャー＆ケー
ナ」の音色と『残酷な天使のテーゼ』『魂のルフ
ラン』等のヒット曲を持つ圧巻の歌声のコラボ
をお楽しみください。

そ の 他 未就学児入場不可

必要ポイント数 1 pt

6,000円一般価格

日 時 ①11月26日（土）
　14:00開演
②11月27日（日）
　14:00開演

会 場 新潟県民会館
券種・区分 S席 あっせん枚数 各30枚
あっせん価格 5,400円
申込期限 9月26日（月）必着 9月26日（月）納入期限

鼓童
ワン・アース・ツアー2022～ミチカケ
新潟公演
全曲新曲で上演予定。革新的な意欲作。
夜明けから深夜まで変わり続ける自然界のリズム「日
の出日の入り」「潮の満ち引き」「月の満ち欠け」。
自然界のリズムに秘められた律動を太鼓音楽で探求
する新作にご期待ください。

そ の 他 未就学児入場不可

©岡本隆史

7,000円一般価格

必要ポイント数 1 pt

日 時 12月4日（日） 14：00開演
会 場 長岡市立劇場 券種・区分 S席
あっせん枚数 30枚 あっせん価格 6,300円

申込期限 9月9日(金)必着
9月9日(金)納入期限 そ の 他 未就学児入場不可

ローマの休日 全編上映ライブ・コンサート
～ローマ・イタリア管弦楽団～ 映画史に燦然と輝き続ける名作「ローマの

休日」。作品中の音楽を生演奏に替え全編
上映。銀幕の妖精「オードリー」と本場仕込
みのオーケストラ「ローマ・イタリア管弦
楽団」の共演で贈る豪華プログラム。
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イメージ

イメージ

日
帰
り

長野長野
秋の収穫祭2022　
松茸御飯＆シャインマスカット
食べ放題

秋の収穫祭2022　
松茸御飯＆シャインマスカット
食べ放題

旅行企画実施会社 越後交通㈱観光バス営業部
TEL.0258-29-1515（担当者：さとう）

必要ポイント数 1 pt

イメージ

日
帰
り

新潟新潟
県内ローカル線〝弥彦線〞乗車と
昭和の時代へタイムスリップ！？
KYOWAクラシックカー＆
ライフステーション

県内ローカル線〝弥彦線〞乗車と
昭和の時代へタイムスリップ！？
KYOWAクラシックカー＆
ライフステーション

旅行企画実施会社 越後交通㈱観光バス営業部
TEL.0258-29-1515（担当者：さとう）

出 発 日

8月11日（木・祝）、14日（日）、17日（水）、
20日（土）、23日（火）、26日（金）
9月18日（日）、29日（木）
10月20日（木）、23日（日）、31日（月）
11月3日（木・祝）、7日（月）、12日（土）

8月11日（木・祝）、14日（日）、17日（水）、
20日（土）、23日（火）、26日（金）
9月18日（日）、29日（木）
10月20日（木）、23日（日）、31日（月）
11月3日（木・祝）、7日（月）、12日（土）

必要ポイント数 1 pt

イメージ

☆８月出発は県民割対象☆８月出発は県民割対象 会員・登録家族料金

14,300円
（一般料金14,900円）

出 発 日

9月19日（月・祝）、25日（日）、
27日（火）、28日（水）、30日（金）
10月3日（月）、10日（月・祝）、
16日（日）、20日（木）

会員・登録家族料金

日
帰
り

福島･群馬福島･群馬
奥只見からの
遊覧船で行く　
感動の尾瀬沼ハイキング

奥只見からの
遊覧船で行く　
感動の尾瀬沼ハイキング

旅行企画実施会社 越後交通㈱観光バス営業部
TEL.0258-29-1515（担当者：さとう）

出 発 日

9月20日（火）、23日（金・祝）、
25日（日）、29日（木）
10月1日（土）、3日（月）、
6日（木）

必要ポイント数 1 pt

日
帰
り

新潟新潟

旅行企画実施会社 越後交通㈱観光バス営業部
TEL.0258-29-1515（担当者：さとう）

出 発 日

10月8日（土）、9日（日）、10日（月・祝）
10月14日（金）～31日（月）の毎日
11月3日（木・祝）、5日（土）、6日（日）

10月8日（土）、9日（日）、10日（月・祝）
10月14日（金）～31日（月）の毎日
11月3日（木・祝）、5日（土）、6日（日）

必要ポイント数 1 pt

推奨 （会員証の提示・補助券）（会員証の提示・補助券）

ポイント利用
推奨ツアーの参加にはポイン
トが必要です。掲載されてい 
るポイント数は参加1人分の
必要ポイントです。

推奨ツアー利用方法

予約が
取れたら…

１ 旅行企画実施会社・旅行受託販売
会社に直接予約申込みをする

サービスセンターの会員・登録家族の方は、
会員番号を必ず申し出てください。

補助券が
届いたら…

2 事務局に『推奨ツアー利用
補助券』を申請する

「申込書(10ページ）」に必要事項を
記入して、FAXまたは郵送で申請し
てください。

3 旅行企画実施会社・旅行受託
販売会社窓口で手緑きをする

会員証の提示と「推奨ツアー利用補助券」を
提出し、掲載されている会員・登録家族料金を
添えて、ツアー参加の手続きをしてください。

推奨ツアーは、各旅行会社が企画・実施するツアーで、サービスセンターと旅行企画実施会社・旅行受託販売会社が参加費の一部を補助します。
会員証の提示と補助券の提出で掲載されている料金になります。参加手続きや添乗等は各旅行会社が行います。詳しくは旅行企画実施会社・ 
旅行受託販売会社にお問い合わせください。
・受付状況によリ出発中止や満席の場合もありますのでご了承ください。取消料や実施等の条件は、 旅行企画実施会社・旅行受託販売会社の旅行約款によります。

ツアー

眼下に広がる
秋色の絶景！
紅葉の空中散歩
苗場ドラゴンドラ

眼下に広がる
秋色の絶景！
紅葉の空中散歩
苗場ドラゴンドラ

次回の
センターニュースは
10月1日発行です。

お知り合いの事業所をご紹介ください。ご紹介の事業所が入会されましたら、
ご紹介いただいた人数により、粗品を進呈いたします。会員募集中!会員募集中!

広告

20222022

ホテルニューオータニ長岡ホテルニューオータニ長岡１７：３０開場
１７：３０
開場

１０月２３日（日）１０月２３日（日）

北山たけし北山たけし

●料金 S席￥２２，０００  A席￥２０，０００●料金 S席￥２２，０００  A席￥２０，０００
【友情出演】津軽三味線チャンピオン 福井一太【友情出演】津軽三味線チャンピオン 福井一太

演歌絶唱演歌絶唱 先行予約受付中！
ディナーショーディナーショー

日本のこころ

ナッキー会員 1,000円引き

長岡市旭町2丁目3-31 プラザ.コバヤシ
㈲小林不動産 ３４-１６１６（０２５８）

☎
ケイタイ ０９０-１６１３-９５６４（小林）

申し込み
お問合せ

広告
ナッキー会員 1,000円引き

2022年2022年

ニューオータニ長岡NCホールニューオータニ長岡NCホール

〈前売券〉㈲小林不動産 ㈲ジョージマジックカンパニー
TEL０２５８-３４-１６１６

TEL０２５-２８４-２４２４ケイタイ ０９０-１６１３-９５６４
お申込み先

長岡市旭町2丁目3-31
プラザ.コバヤシ

新潟市中央区女池８-６-２２

開場９：００開場９：００
参加費 ５,０００円 自由席参加費 ５,０００円 自由席

開演１０：００開演１０：００

９月９月４日（日）４日（日）
越後マジックカーニバル in長岡越後マジックカーニバル in長岡

１
日
丸
ご
と
マ
ジ
ッ
ク
！！

１
日
丸
ご
と
マ
ジ
ッ
ク
！！【出演者】

ジョージ本田、渋谷 駿 他
【出演者】
ジョージ本田、渋谷 駿 他

盲目のマジシャン マジカル・ふう（新潟県）
清利＆郁子（長野県）他県内、東京、福島マジシャン出演
盲目のマジシャン マジカル・ふう（新潟県）
清利＆郁子（長野県）他県内、東京、福島マジシャン出演

県内外から
有志出演多数

主催／越後マジックカーニバルin長岡 実行委員会　後援／（有）小林不動産 （有）ジャージマジックカンパニー

マジックショップ
多数出店、

レクチャー・ショー

マジックショップ
多数出店、

レクチャー・ショー

新規加入事業所新規加入事業所
令和4年6月11日～令和4年7月8日

下田板金  ……………………………………
会慶商店  ……………………………………
㈱棚村鉄工業  ………………………………
㈱大庄  ………………………………………
美容室Ciel  …………………………………
㈲千野塗装  …………………………………
石原税理士事務所  …………………………
㈱福田屋旅館  ………………………………
㈱サンケン  …………………………………
㈱マルミホーム  ……………………………
笹井健吉事務所  ……………………………
㈱扇長  ………………………………………

千歳１
栃尾新町
栃尾原町５
中之島
中之島
中
天下島１
谷内２
宮下町
新栄町２
西神田町２
谷内１

ろうきんプラザ長岡
長岡市呉服町1-3-35

土日も
ご相談
OK！

●休業日=月～金の祝日（振替休日含む）、5月3日～5日、12月31日～1月3日  ※1月4日、5日が土・日曜日の場合は休業日となります。

※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。※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7月1日現在。お申込時に会員証をご提示ください

マイカーローン
便利でラクラク、あなたのカーライフを応援！ 合格前からのご相談・事前申込OK！

1.60生活応援
金利

年
～
%
（変動金利）
1.70年 %

（変動金利）

※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。

自動車に関する幅広いお使いみちに対応！
自動車購入

免許の取得

修理

車検

カー用品の購入

クレジットなどの借換え

ご利用いただいたマイカーローン1件につき100円を、
当金庫が公益財団法人新潟県交通遺児基金に寄付します。

2.30年 %（変動金利）

【通常金利】

ご融資金額は
最高1,000万円

保証料0円
（ろうきん負担）最長10年返済！

1.80生活応援
金利

年
～
%
（変動金利）
1.90年 %

（変動金利）

教育費全般の幅広いお使いみちに対応！

受験費用

授業料

入学金

留学費用

入居先の
敷金・家賃など

他金融機関の
教育ローンからの借換え

2.68年 %（変動金利）

【通常金利】

ご融資金額は
最高2,000万円

保証料0円
（ろうきん負担）最長20年返済

の金利引き下げ！ろうきんローンの金利引き下げ！ろうきんローン

まずは24時間受付で審査もスピーディーな
で！ネットカンタン仮申込

審査結果ご連絡後のキャンセルも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。
0258-33-0222

教育ローン
※

etc.

（ろうきん長岡支店内）
営業時間 9:00～17:00

広告

広告
献血の尊さ、美しさをもう一度見直しましょう

特定非営利活動法人  長岡献血友の会

〈献血ルーム千秋のご案内〉
12/31.1/1を除く毎日、献血できます。

受付時間　9：30から17：00

特定非営利活動法人  長岡献血友の会  事務局
〒９４０‐２１１２　長岡市大島本町２丁目３番地１２　ＴＥＬ ０２５８‐２７‐１３４０

● 8月　献血カレンダー ●
※都合により、日程・会場等が変更になる場合があります。ご了承ください。

日 曜日 実施時間会　　　　場

12 金
10：00～ 11：45
13：00～ 16：00アオーレ長岡

大人10,000円
（一般料金10,700円）

小人   9,600円
（一般料金10,200円）

会員・登録家族料金

大人16,000円
（一般料金16,700円）

小人13,000円
（一般料金13,600円）

会員・登録家族料金

大人13,000円
（一般料金13,700円）

小人10,700円
（一般料金11,300円）

informationイインフォメーションンフォメーション
新規契約施設・指定店情報 新に契約した施設・指定店です。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間等変更の場合があります。

ホテルサンローラ
利用資格 会員と登録家族

住　　所 長岡市川口中山2515-４

電話番号 0258-89-3000

「宿泊補助券」の利用ができます。

越後川口駅

道の駅
越後川口

長岡市役所
川口支所

越後川口橋

関越自動車道

上越線

飯
山
線

ホテル
サンローラ

越後製菓川口工場

魚野川

信
濃
川

上
越
新
幹
線

17

越後川口
ＩＣ

川口運動公園
オートキャンプ場

83

71
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イメージ

イメージ

日
帰
り

長野長野
秋の収穫祭2022　
松茸御飯＆シャインマスカット
食べ放題

秋の収穫祭2022　
松茸御飯＆シャインマスカット
食べ放題

旅行企画実施会社 越後交通㈱観光バス営業部
TEL.0258-29-1515（担当者：さとう）

必要ポイント数 1 pt

イメージ

日
帰
り

新潟新潟
県内ローカル線〝弥彦線〞乗車と
昭和の時代へタイムスリップ！？
KYOWAクラシックカー＆
ライフステーション

県内ローカル線〝弥彦線〞乗車と
昭和の時代へタイムスリップ！？
KYOWAクラシックカー＆
ライフステーション

旅行企画実施会社 越後交通㈱観光バス営業部
TEL.0258-29-1515（担当者：さとう）

出 発 日

8月11日（木・祝）、14日（日）、17日（水）、
20日（土）、23日（火）、26日（金）
9月18日（日）、29日（木）
10月20日（木）、23日（日）、31日（月）
11月3日（木・祝）、7日（月）、12日（土）

8月11日（木・祝）、14日（日）、17日（水）、
20日（土）、23日（火）、26日（金）
9月18日（日）、29日（木）
10月20日（木）、23日（日）、31日（月）
11月3日（木・祝）、7日（月）、12日（土）

必要ポイント数 1 pt

イメージ

☆８月出発は県民割対象☆８月出発は県民割対象 会員・登録家族料金

14,300円
（一般料金14,900円）

出 発 日

9月19日（月・祝）、25日（日）、
27日（火）、28日（水）、30日（金）
10月3日（月）、10日（月・祝）、
16日（日）、20日（木）

会員・登録家族料金

日
帰
り

福島･群馬福島･群馬
奥只見からの
遊覧船で行く　
感動の尾瀬沼ハイキング

奥只見からの
遊覧船で行く　
感動の尾瀬沼ハイキング

旅行企画実施会社 越後交通㈱観光バス営業部
TEL.0258-29-1515（担当者：さとう）

出 発 日

9月20日（火）、23日（金・祝）、
25日（日）、29日（木）
10月1日（土）、3日（月）、
6日（木）

必要ポイント数 1 pt

日
帰
り

新潟新潟

旅行企画実施会社 越後交通㈱観光バス営業部
TEL.0258-29-1515（担当者：さとう）

出 発 日

10月8日（土）、9日（日）、10日（月・祝）
10月14日（金）～31日（月）の毎日
11月3日（木・祝）、5日（土）、6日（日）

10月8日（土）、9日（日）、10日（月・祝）
10月14日（金）～31日（月）の毎日
11月3日（木・祝）、5日（土）、6日（日）

必要ポイント数 1 pt

推奨 （会員証の提示・補助券）（会員証の提示・補助券）

ポイント利用
推奨ツアーの参加にはポイン
トが必要です。掲載されてい 
るポイント数は参加1人分の
必要ポイントです。

推奨ツアー利用方法

予約が
取れたら…

１ 旅行企画実施会社・旅行受託販売
会社に直接予約申込みをする

サービスセンターの会員・登録家族の方は、
会員番号を必ず申し出てください。

補助券が
届いたら…

2 事務局に『推奨ツアー利用
補助券』を申請する

「申込書(10ページ）」に必要事項を
記入して、FAXまたは郵送で申請し
てください。

3 旅行企画実施会社・旅行受託
販売会社窓口で手緑きをする

会員証の提示と「推奨ツアー利用補助券」を
提出し、掲載されている会員・登録家族料金を
添えて、ツアー参加の手続きをしてください。

推奨ツアーは、各旅行会社が企画・実施するツアーで、サービスセンターと旅行企画実施会社・旅行受託販売会社が参加費の一部を補助します。
会員証の提示と補助券の提出で掲載されている料金になります。参加手続きや添乗等は各旅行会社が行います。詳しくは旅行企画実施会社・ 
旅行受託販売会社にお問い合わせください。
・受付状況によリ出発中止や満席の場合もありますのでご了承ください。取消料や実施等の条件は、 旅行企画実施会社・旅行受託販売会社の旅行約款によります。

ツアー

眼下に広がる
秋色の絶景！
紅葉の空中散歩
苗場ドラゴンドラ

眼下に広がる
秋色の絶景！
紅葉の空中散歩
苗場ドラゴンドラ

次回の
センターニュースは
10月1日発行です。

お知り合いの事業所をご紹介ください。ご紹介の事業所が入会されましたら、
ご紹介いただいた人数により、粗品を進呈いたします。会員募集中!会員募集中!

広告

20222022

ホテルニューオータニ長岡ホテルニューオータニ長岡１７：３０開場
１７：３０
開場

１０月２３日（日）１０月２３日（日）

北山たけし北山たけし

●料金 S席￥２２，０００  A席￥２０，０００●料金 S席￥２２，０００  A席￥２０，０００
【友情出演】津軽三味線チャンピオン 福井一太【友情出演】津軽三味線チャンピオン 福井一太

演歌絶唱演歌絶唱 先行予約受付中！
ディナーショーディナーショー

日本のこころ

ナッキー会員 1,000円引き

長岡市旭町2丁目3-31 プラザ.コバヤシ
㈲小林不動産 ３４-１６１６（０２５８）

☎
ケイタイ ０９０-１６１３-９５６４（小林）

申し込み
お問合せ

広告
ナッキー会員 1,000円引き

2022年2022年

ニューオータニ長岡NCホールニューオータニ長岡NCホール

〈前売券〉㈲小林不動産 ㈲ジョージマジックカンパニー
TEL０２５８-３４-１６１６

TEL０２５-２８４-２４２４ケイタイ ０９０-１６１３-９５６４
お申込み先

長岡市旭町2丁目3-31
プラザ.コバヤシ

新潟市中央区女池８-６-２２

開場９：００開場９：００
参加費 ５,０００円 自由席参加費 ５,０００円 自由席

開演１０：００開演１０：００

９月９月４日（日）４日（日）
越後マジックカーニバル in長岡越後マジックカーニバル in長岡

１
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ご
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ジ
ッ
ク
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１
日
丸
ご
と
マ
ジ
ッ
ク
！！【出演者】

ジョージ本田、渋谷 駿 他
【出演者】
ジョージ本田、渋谷 駿 他

盲目のマジシャン マジカル・ふう（新潟県）
清利＆郁子（長野県）他県内、東京、福島マジシャン出演
盲目のマジシャン マジカル・ふう（新潟県）
清利＆郁子（長野県）他県内、東京、福島マジシャン出演

県内外から
有志出演多数

主催／越後マジックカーニバルin長岡 実行委員会　後援／（有）小林不動産 （有）ジャージマジックカンパニー

マジックショップ
多数出店、

レクチャー・ショー

マジックショップ
多数出店、

レクチャー・ショー

新規加入事業所新規加入事業所
令和4年6月11日～令和4年7月8日

下田板金  ……………………………………
会慶商店  ……………………………………
㈱棚村鉄工業  ………………………………
㈱大庄  ………………………………………
美容室Ciel  …………………………………
㈲千野塗装  …………………………………
石原税理士事務所  …………………………
㈱福田屋旅館  ………………………………
㈱サンケン  …………………………………
㈱マルミホーム  ……………………………
笹井健吉事務所  ……………………………
㈱扇長  ………………………………………

千歳１
栃尾新町
栃尾原町５
中之島
中之島
中
天下島１
谷内２
宮下町
新栄町２
西神田町２
谷内１

ろうきんプラザ長岡
長岡市呉服町1-3-35

土日も
ご相談
OK！

●休業日=月～金の祝日（振替休日含む）、5月3日～5日、12月31日～1月3日  ※1月4日、5日が土・日曜日の場合は休業日となります。

※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。※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7月1日現在。お申込時に会員証をご提示ください

マイカーローン
便利でラクラク、あなたのカーライフを応援！ 合格前からのご相談・事前申込OK！

1.60生活応援
金利

年
～
%
（変動金利）
1.70年 %

（変動金利）

※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。

自動車に関する幅広いお使いみちに対応！
自動車購入

免許の取得

修理

車検

カー用品の購入

クレジットなどの借換え

ご利用いただいたマイカーローン1件につき100円を、
当金庫が公益財団法人新潟県交通遺児基金に寄付します。

2.30年 %（変動金利）

【通常金利】

ご融資金額は
最高1,000万円

保証料0円
（ろうきん負担）最長10年返済！

1.80生活応援
金利

年
～
%
（変動金利）
1.90年 %

（変動金利）

教育費全般の幅広いお使いみちに対応！

受験費用

授業料

入学金

留学費用

入居先の
敷金・家賃など

他金融機関の
教育ローンからの借換え

2.68年 %（変動金利）

【通常金利】

ご融資金額は
最高2,000万円

保証料0円
（ろうきん負担）最長20年返済

の金利引き下げ！ろうきんローンの金利引き下げ！ろうきんローン

まずは24時間受付で審査もスピーディーな
で！ネットカンタン仮申込

審査結果ご連絡後のキャンセルも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。
0258-33-0222

教育ローン
※

etc.

（ろうきん長岡支店内）
営業時間 9:00～17:00

広告

広告
献血の尊さ、美しさをもう一度見直しましょう

特定非営利活動法人  長岡献血友の会

〈献血ルーム千秋のご案内〉
12/31.1/1を除く毎日、献血できます。

受付時間　9：30から17：00

特定非営利活動法人  長岡献血友の会  事務局
〒９４０‐２１１２　長岡市大島本町２丁目３番地１２　ＴＥＬ ０２５８‐２７‐１３４０

● 8月　献血カレンダー ●
※都合により、日程・会場等が変更になる場合があります。ご了承ください。

日 曜日 実施時間会　　　　場

12 金
10：00～ 11：45
13：00～ 16：00アオーレ長岡

大人10,000円
（一般料金10,700円）

小人   9,600円
（一般料金10,200円）

会員・登録家族料金

大人16,000円
（一般料金16,700円）

小人13,000円
（一般料金13,600円）

会員・登録家族料金

大人13,000円
（一般料金13,700円）

小人10,700円
（一般料金11,300円）

informationイインフォメーションンフォメーション
新規契約施設・指定店情報 新に契約した施設・指定店です。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間等変更の場合があります。

ホテルサンローラ
利用資格 会員と登録家族

住　　所 長岡市川口中山2515-４

電話番号 0258-89-3000

「宿泊補助券」の利用ができます。

越後川口駅

道の駅
越後川口

長岡市役所
川口支所

越後川口橋

関越自動車道

上越線

飯
山
線

ホテル
サンローラ

越後製菓川口工場

魚野川

信
濃
川

上
越
新
幹
線

17

越後川口
ＩＣ

川口運動公園
オートキャンプ場

83

71
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各種申し込みは、ご利用に余裕を持ってお申し込みいただきます
ようお願いいたします。なお、ＦＡＸ・インターネット申し込みは
24時間受信可能となっております。発券は8月16日(火)より開始
いたします。

申　込　書（8・9月号）

※申し込みは、ＦＡＸ 0258-37-5661・窓口・インターネット・郵送でお願いします。

チケットあっせん
チケット名 公演日時 申込枚数券種・区分

ポイント使用

ポイントなし

（あっせん価格）

（ 一 般 価 格 ）

（　　　　 ）枚

（　　　　 ）枚

１

2

推奨ツアー ツアー名

旅行会社社名

出発日

※下記の参加者名簿を必ず記入してください。

3

クオ・カード(1会員1枚） ＊送付先…事業所又は窓口

年　　　　月　　　　日令和

会員番号

会員氏名

送 付  先 事　業　所　 ・ 口　窓 　・ 　宅　自 　 （受取り　　　　　 月　　　　　 日）

事業所名

日中連絡の取れる電話番号

※申込みの番号に必ず○印と必要事項を記入してください。

8月10日(水)必着
抽選

参加者氏名

簿
名
者
加
参

（　　　　 ）名

（　　　　 ）名

会　　員

登録家族

受 　 付 　 印◆申込結果については、受付後おおむね10日以内に通知いたします。

　ただし、抽選するものについては、抽選後の通知といたします。

◆請求書に付いている払込票でお近くのコンビニエンスストアからお支払いください。代金の

　納入確認ができましたら、手配いたします。納入期限までに入金の確認ができない場合は、

　無効といたします。

◆送付先は会員の登録住所となります。

　また、払込票の払込人は会員氏名となります。

◆ボールペンで記入してください。 

会員番号・会員との続柄 参加者氏名 会員番号・会員との続柄

事務局だより
8月15日(月)は夏季休業いたします。 サマーボブスレー

 （ガイドブック24
ページ掲載）は６月末
で廃止となりました。

No.203

2022

〒940-0033　長岡市今朝白1-10-12
TEL.37-5656 　  FAX.37-5661
E-mail : info@nakky.jp

令和4年8月1日発行

公益財団法人 長岡市勤労者福祉サービスセンター
加入状況 事業所数　932社　　会員数　7,241人（令和4年7月1日現在）

各イベント・チケットの申し込みは、ＦＡＸ・窓口・インターネット・郵送のいずれかでお願いします。

ナッキー

サービスセンターニュース

クオ･カードクオ･カード割引あっせん販売割引あっせん販売

 

会員の皆様へ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている事業は中止あるいは延期になる場合があります。 
また、契約施設で臨時休業をしている施設もありますので、最新情報は各施設の公式サイト等でご確認ください。

あっせんセット数 700枚　１会員1枚

 申 込 期 限 8月10日(水)必着
「申込書（10ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申込みください。

支 払 期 限 8月29日（月）　※支払期限までに入金の確認ができない場合は、無効といたします。

抽選

あっせん価格 一般価格　5,000円 ➡ 4,300円

支 払 方 法 申込期限終了後抽選の上、当選者の方には請求書を送付します。 
支払期限までにお支払いをお願いします。 
 ・請求書に付いている払込票でお近くのコンビニエンスストアからお支払いください。

発 送 方 法 入金確認後、クオ・カードを手配し、登録された事業所へ会員分まとめて送付いたします。

そ の 他 抽選の結果は、請求書の発送をもってかえさせていただきます。
代金お支払い後または発送後のキャンセル・変更は受付できません。

国内提携のコンビニエンスストアやファミリーレストラン、書店等でご利用いただけます。
クオ・カードに有効期限はありません。

必要ポイント数 １pt

見　本見　本

8・9

※全国のクオ・カード加盟店で代金のお支払いにご利用いただけます。
※公共料金・プリペイドカード・印紙・切手・タバコ・チケット、その他㈱クオカードまたは取扱店が指定した商品のお支
　払いにはご利用いただけません。

新潟県内の主な利用可能店舗例　 ほんの一例です。詳しくは㈱クオカード ホームページをご覧ください。

　　

コンビニエンスストア

ドラッグストア

書　　　　店

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア

マツモトキヨシ

紀伊國屋書店(一部店舗を除く)､戸田書店(一部店舗を除く)、蔦屋書店(一部店舗を除く)
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