
申　込　書（10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

3

4

5

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。

6

長岡市共通商品券(1会員2セットまで） ＊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。

10月7日(金)必着
抽選

※希望日にひとつだけ○をつけてください。

Ｂ.ＬＥＡＧＵＥ 2022-23シーズン観戦チケット(３Ｆ指定席)プレゼント
10月6日(木)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。

◆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。 代金の入金確認ができまし

　たら、手配いたします。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。

◆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

※下記の参加者名簿および希望時間に〇をつけてください。

砥石で包丁研ぎ体験会 （　　　　 ）名

（　　　　 ）名

会　　　員

登   録   家   族

参加希望時間

10:30～ 13:30～

開　 催 　日

11月19日㈯ 11月20日㈰

（　　　　 ）セット

※下記の参加者名簿および第１、第２希望日時を
　記入してください。

さつまいも掘り体験
10月12日(水)必着

抽選 第1希望日時

第2希望日時

月　  日　  時　  分

月　  日　  時　  分

（　　　　 ）名

（　　　　 ）名

会　　　員

登   録   家   族

No.204

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10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　943社　　会員数　7,256人（令和4年9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

長岡市共通商品券 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。

支 払 期 限 10月25日（火）　
※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

発 送 方 法 入金確認後、長岡市共通商品券を手配し、登録された事業所に会員分まとめて送付
いたします。

そ の 他 抽選の結果は、払込用紙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。

長岡市内約300の加盟店でのお買い物、お食事など幅広い
場面でご利用可能な商品券です。
有効期限　2027年2月20日

あっせんセット数 2,000セット（1セット1,000円券×10枚）
1会員2セットまで

申 込 期 限 10月7日(金)必着
申 込 方 法 「申込書（14ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。

あっせん価格 一般価格　10,000円 ➡ 9,000円

支 払 方 法 申込期限後に抽選の上、当選者の方には払込用紙を送付します。
支払期限までにお支払いをお願いします。
 ・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。

必要ポイント数 １pt

10
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キリトリキリトリ

西谷鉱泉 中盛館

10月1日(土)～11月30日(水)利用期間

会員と登録家族利用資格

1会員2枚
※利用補助券の追加・紛失等による再発行はいたしません。

利用枚数

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。
　本券1枚で1人利用できます。
②利用当日、受付時「利用補助券」を提出し、補助券利用料金をお支払いください。

利用方法

「200円共通割引券」、他の割引との併用はできません。
営業時間・定休日等事前にご確認ください。

そ の 他

日帰り温泉と食事がセットになったプランです。
温泉に浸かって、心と体をリフレッシュしてください。

日帰り温泉食事付プラン利用補助券

2022年10月1日(土)～ 2022年11月30日(水)

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。
●本件に補助券利用料金を添えてご提出ください。
●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人利用できます。
●他のサービス・特典・割引との併用不可

注）未記入の券は利用不可

サービスセンターニュース10月号掲載の施設

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

日帰り温泉食事付プラン

利用期間

利用施設

利用補助券
2022年10月1日(土)～ 2022年11月30日(水)

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。
●本件に補助券利用料金を添えてご提出ください。
●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人利用できます。
●他のサービス・特典・割引との併用不可

注）未記入の券は利用不可

サービスセンターニュース10月号掲載の施設

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

日帰り温泉食事付プラン

利用期間

利用施設

利用補助券

長岡市西谷480　TEL 0258-94-2417

利用できる時間
10:00～15：00
【個室ランチ2,800円コース】
お刺身付き日替わり定食
【個室ランチ2,300円コース】
日替わり定食

通　　常

個室ランチ2,800円コース

個室ランチ2,300円コース

補助券利用料金

2,000円

1,500円

契約お食事メニュー

青葉温泉 アクアーレ長岡
長岡市新陽2丁目5-1　TEL 0258-47-5656

【和食ダイニング辛夷】
11:30～15:00
【お食事処あおば】
平日11:30～15:00
土・日・祝11:30～19:30
1.000円分の食事補助券をお渡しします。(当日限り有効)

契約お食事メニュー

※タオル付

通　　常

大人（中学生以上）

小人（5歳以上）

1,960円

1,560円
※タオル付

補助券利用料金

大人（中学生以上）

小人（5歳以上）

1,330円

960円

天然温泉 麻生の湯
長岡市麻生田町南谷2063　TEL 0258-31-9300

利用できる時間
11:00～21:00
お刺身定食・デザート

契約お食事メニュー

※入浴タオルセット付

通　　常

2,630円

※タオルセット別 ※タオルセット別

※入浴タオルセット付

補助券利用料金

1,600円

いい湯らてい
三条市南五百川16-1　TEL 0256-41-3011

レストラン
11:00～14:30
17:30～20:00
1.000円分の食事補助券を
お渡しします。(当日限り有効)

契約お食事メニュー

通　　常

大　人 1,900円

補助券利用料金

大　人 1,200円

湯どころ ちぢみの里
小千谷市大字薭生甲1670-1　TEL 0258-81-1717

利用できる時間
10:00～20:00
そば御膳

契約お食事メニュー

通　　常

大　人 2,360円

補助券利用料金

大　人 1,660円

弥彦桜井郷温泉 さくらの湯
西蒲原郡弥彦村大字麓1970　TEL 0256-94-1126

利用できる時間
11:30～14:30
17:00～20:30
お食事処一葉にて、
1,200円分の食事ができます。

契約お食事メニュー

通　　常

大　人

小人（小学生）

2,200円

1,770円

補助券利用料金

大　人

小人（小学生）

1,400円

1,000円

寺泊 きんぱちの湯
長岡市寺泊松沢町9353-621 TEL 0258-75-5888 

利用できる時間
11:00～14:00
16:00～19:30
お刺身御膳
エビ・ハンバーグ定食

契約お食事メニュー

通　　常

平  日

日・祝

2,200円

2,400円

補助券利用料金

1,500円

令和５年度ガイドブックを来年３月、全会員にお届け
します。貴社の広告を掲載してみませんか？
お申し込みは、下記「広告掲載連絡表」で、FAX又はお電
話でご連絡ください。
◎ガイドブック広告掲載料金（Ａ4版・2色）

広告掲載連絡表 FAX 37－5661　TEL 37－5656

事業所名

ＴＥＬ

担当者名

※後日、担当者からご連絡申し上げます。

規格サイズ（縦㎜×横㎜） 会員事業所 契約施設・一般

全面 （258×172）
1/2 （128×172）
1/4 （128×  85）
1/8 （  62×  85）

50,000円
25,000円
12,500円
6,200円

75,000円
37,500円
18,700円
9,300円

ガイドブック (新刊) 
広告募集中!!
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キリトリキリトリ

西谷鉱泉 中盛館

10月1日(土)～11月30日(水)利用期間

会員と登録家族利用資格

1会員2枚
※利用補助券の追加・紛失等による再発行はいたしません。

利用枚数

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。
　本券1枚で1人利用できます。
②利用当日、受付時「利用補助券」を提出し、補助券利用料金をお支払いください。

利用方法

「200円共通割引券」、他の割引との併用はできません。
営業時間・定休日等事前にご確認ください。

そ の 他

日帰り温泉と食事がセットになったプランです。
温泉に浸かって、心と体をリフレッシュしてください。

日帰り温泉食事付プラン利用補助券

2022年10月1日(土)～ 2022年11月30日(水)

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。
●本件に補助券利用料金を添えてご提出ください。
●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人利用できます。
●他のサービス・特典・割引との併用不可

注）未記入の券は利用不可

サービスセンターニュース10月号掲載の施設

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

日帰り温泉食事付プラン

利用期間

利用施設

利用補助券
2022年10月1日(土)～ 2022年11月30日(水)

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。
●本件に補助券利用料金を添えてご提出ください。
●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人利用できます。
●他のサービス・特典・割引との併用不可

注）未記入の券は利用不可

サービスセンターニュース10月号掲載の施設

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

日帰り温泉食事付プラン

利用期間

利用施設

利用補助券

長岡市西谷480　TEL 0258-94-2417

利用できる時間
10:00～15：00
【個室ランチ2,800円コース】
お刺身付き日替わり定食
【個室ランチ2,300円コース】
日替わり定食

通　　常

個室ランチ2,800円コース

個室ランチ2,300円コース

補助券利用料金

2,000円

1,500円

契約お食事メニュー

青葉温泉 アクアーレ長岡
長岡市新陽2丁目5-1　TEL 0258-47-5656

【和食ダイニング辛夷】
11:30～15:00
【お食事処あおば】
平日11:30～15:00
土・日・祝11:30～19:30
1.000円分の食事補助券をお渡しします。(当日限り有効)

契約お食事メニュー

※タオル付

通　　常

大人（中学生以上）

小人（5歳以上）

1,960円

1,560円
※タオル付

補助券利用料金

大人（中学生以上）

小人（5歳以上）

1,330円

960円

天然温泉 麻生の湯
長岡市麻生田町南谷2063　TEL 0258-31-9300

利用できる時間
11:00～21:00
お刺身定食・デザート

契約お食事メニュー

※入浴タオルセット付

通　　常

2,630円

※タオルセット別 ※タオルセット別

※入浴タオルセット付

補助券利用料金

1,600円

いい湯らてい
三条市南五百川16-1　TEL 0256-41-3011

レストラン
11:00～14:30
17:30～20:00
1.000円分の食事補助券を
お渡しします。(当日限り有効)

契約お食事メニュー

通　　常

大　人 1,900円

補助券利用料金

大　人 1,200円

湯どころ ちぢみの里
小千谷市大字薭生甲1670-1　TEL 0258-81-1717

利用できる時間
10:00～20:00
そば御膳

契約お食事メニュー

通　　常

大　人 2,360円

補助券利用料金

大　人 1,660円

弥彦桜井郷温泉 さくらの湯
西蒲原郡弥彦村大字麓1970　TEL 0256-94-1126

利用できる時間
11:30～14:30
17:00～20:30
お食事処一葉にて、
1,200円分の食事ができます。

契約お食事メニュー

通　　常

大　人

小人（小学生）

2,200円

1,770円

補助券利用料金

大　人

小人（小学生）

1,400円

1,000円

寺泊 きんぱちの湯
長岡市寺泊松沢町9353-621 TEL 0258-75-5888 

利用できる時間
11:00～14:00
16:00～19:30
お刺身御膳
エビ・ハンバーグ定食

契約お食事メニュー

通　　常

平  日

日・祝

2,200円

2,400円

補助券利用料金

1,500円

令和５年度ガイドブックを来年３月、全会員にお届け
します。貴社の広告を掲載してみませんか？
お申し込みは、下記「広告掲載連絡表」で、FAX又はお電
話でご連絡ください。
◎ガイドブック広告掲載料金（Ａ4版・2色）

広告掲載連絡表 FAX 37－5661　TEL 37－5656

事業所名

ＴＥＬ

担当者名

※後日、担当者からご連絡申し上げます。

規格サイズ（縦㎜×横㎜） 会員事業所 契約施設・一般

全面 （258×172）
1/2 （128×172）
1/4 （128×  85）
1/8 （  62×  85）

50,000円
25,000円
12,500円
6,200円

75,000円
37,500円
18,700円
9,300円

ガイドブック (新刊) 
広告募集中!!
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抽選

①カフェ＆ダイニング アゼリア ＴＥＬ0258-37-2101に予約してください。
②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。本券1枚で1人利用できます。
③当日、精算の際に「食事補助券」を提出し、食事補助券利用料金をお支払いください。

利用方法

小学生以下のお子様には「Trick or Treat!」の合言葉でプチプレゼント！
ハロウィン仮装でのご来店で、ハロウィンスペシャルドリンクをサービス。

そ の  他

会員と登録家族(４歳以上)  会員証の提示で、大人と65歳以上の方はナッキー料金になります。利用資格

10月28日(金)・29日(土) 〈ご予約制〉
17:30～20:30（ラストオーダー20:00）
※19：30までに入店してください。

開催日時

会　　場 ホテルニューオータニ長岡 1階
カフェ＆ダイニング アゼリア(長岡市台町2丁目8-35　TEL 0258-37-2101）

キリトリキリトリ

利用料金

①「申込書(14ページ)」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。
②申込期限後に抽選の上、当選者の方にはサービスセンターから「参加補助券」を郵送します。

申込方法

当日、受付の際に「参加補助券」を提出してください。利用方法

汚れても良い服装で参加してください。
お持ち帰り用の袋をお渡しします。収穫したさつまいもを入れてお持ち帰りください。
作業後の長靴等着用のまま、店内への入店はご遠慮ください。雨天中止する場合があります。

そ の 他
軍手、長靴、小さなシャベル持 ち 物

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

会員と登録家族合わせて１会員２名まで対 象 者

①9:30～10:30　②13:30～14:30
※10分前までに集合してください。

10月22日(土)、23日(日)、24日(月)開催日時

会　　場 なじら～て関原店
(長岡市関原町1-2980-1　TEL 0258-47-2003）

定　　員 各回25名
参 加 費 無料10月12日(水)必着申込期限

毎年大好評のさつまいも掘り体験！旬の味覚をお楽しみください。

ご家族揃ってお楽しみいただける2日間限定のディナービュッフェ。

区　　　分
3,700円
4,200円
4,500円

大　人
3,500円
4,000円
4,300円

65歳以上
1,800円

2,300円

小学生
300円

800円

4ー6歳
食事補助券利用料金
ナッキー料金
一  般  料  金

※カフェ＆ダイニング アゼリアは、「にいがた安心なお店応援プロジェクト」の新型コロナウイルス感染防止対策認証飲食店です。

会 員 番 号

利  用  日

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可

利用期間 2022年10月28日(金)・29日(土)
施  設  名 ホテルニューオータニ長岡 1階　カフェ＆ダイニング アゼリア

補  助  額 500円

●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。(3歳以下対象外)
●本券1枚で1人利用できます。
●他のサービス・特典・割引との併用不可

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

会 員 番 号

利  用  日

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可

利用期間 2022年10月28日(金)・29日(土)
施  設  名 ホテルニューオータニ長岡 1階　カフェ＆ダイニング アゼリア

補  助  額 500円

●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。(3歳以下対象外)
●本券1枚で1人利用できます。
●他のサービス・特典・割引との併用不可

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

「申込書(14ページ)」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。申込方法

直接、あすか中央社会保険労務士法人へ電話でご相談の予約をしてく
ださい。その際、「ナッキーセンターニュースを見た」とお伝えください。

申込方法

サービスセンターから参加費の払込票を送付しますので、お近くのコンビニエンスストアから
お支払いください。支払期限までにお支払いをお願いします。

支払方法

10月19日（水）※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。支払期限

体験会中に職人が研ぎ直しする包丁1丁（1人1丁限り無料。複数本は有料かつ当日対応できま
せん。）、筆記用具　
※体験会で研ぐ包丁はこちらで用意します。

持 ち 物

会員と登録家族対 象 者

700円参 加 費

10月6日(木)必着申込期限

11月5日(土)
①10：30～11：30　②13：30～14：30

開催日時

10月3日（月）～10月31日（月）
月曜～金曜の9：00～18：30　※事前予約制

開催期間

あすか中央社会保険労務士法人
(長岡市宮原3-12-16　㈱江口経営センター内）

会　　場

あすか中央社会労務士法人
TEL 0258－89－7257

申 込 先 及 び
お問い合せ先

各回先着10名（最少催行人数各5名）定　　員

藤次郎ナイフギャラリー
(藤次郎オープンファクトリー内）
(燕市吉田東栄町9-5　TEL 0256-93-4195）

会　　場

砥石で包丁研ぎ体験会砥石で包丁研ぎ体験会 in 藤次郎ナイフギャラリー

包丁を研ぐ技術を実際の包丁職人から学び、技術を
習得してみませんか？

障害年金障害年金 相談会相談会

病気やケガで生活や仕事が制限されている方へ、お金の不安を解消する方法

無料無料

※燕西蒲勤労者福祉サービスセンターと共催事業のため他地域のお客様も参加されます。

20～64歳の障害でお困りの方が対象です。（ご家族やご支援者様からの相談も可能です）

精神疾患、がん、脳血管疾患、人工関節等、何らかの障害によって安定的
な就労が困難となり、お困りの方のために、国の公的年金である「障害年
金」について、無料相談をお受けします。

さつまいも掘り体験さつまいも掘り体験

オンラインでの
相談も可能です！

ホームページからも
お申込みできます。
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抽選

①カフェ＆ダイニング アゼリア ＴＥＬ0258-37-2101に予約してください。
②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。本券1枚で1人利用できます。
③当日、精算の際に「食事補助券」を提出し、食事補助券利用料金をお支払いください。

利用方法

小学生以下のお子様には「Trick or Treat!」の合言葉でプチプレゼント！
ハロウィン仮装でのご来店で、ハロウィンスペシャルドリンクをサービス。

そ の  他

会員と登録家族(４歳以上)  会員証の提示で、大人と65歳以上の方はナッキー料金になります。利用資格

10月28日(金)・29日(土) 〈ご予約制〉
17:30～20:30（ラストオーダー20:00）
※19：30までに入店してください。

開催日時

会　　場 ホテルニューオータニ長岡 1階
カフェ＆ダイニング アゼリア(長岡市台町2丁目8-35　TEL 0258-37-2101）

キリトリキリトリ

利用料金

①「申込書(14ページ)」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。
②申込期限後に抽選の上、当選者の方にはサービスセンターから「参加補助券」を郵送します。

申込方法

当日、受付の際に「参加補助券」を提出してください。利用方法

汚れても良い服装で参加してください。
お持ち帰り用の袋をお渡しします。収穫したさつまいもを入れてお持ち帰りください。
作業後の長靴等着用のまま、店内への入店はご遠慮ください。雨天中止する場合があります。

そ の 他
軍手、長靴、小さなシャベル持 ち 物

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

会員と登録家族合わせて１会員２名まで対 象 者

①9:30～10:30　②13:30～14:30
※10分前までに集合してください。

10月22日(土)、23日(日)、24日(月)開催日時

会　　場 なじら～て関原店
(長岡市関原町1-2980-1　TEL 0258-47-2003）

定　　員 各回25名
参 加 費 無料10月12日(水)必着申込期限

毎年大好評のさつまいも掘り体験！旬の味覚をお楽しみください。

ご家族揃ってお楽しみいただける2日間限定のディナービュッフェ。

区　　　分
3,700円
4,200円
4,500円

大　人
3,500円
4,000円
4,300円

65歳以上
1,800円

2,300円

小学生
300円

800円

4ー6歳
食事補助券利用料金
ナッキー料金
一  般  料  金

※カフェ＆ダイニング アゼリアは、「にいがた安心なお店応援プロジェクト」の新型コロナウイルス感染防止対策認証飲食店です。

会 員 番 号

利  用  日

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可

利用期間 2022年10月28日(金)・29日(土)
施  設  名 ホテルニューオータニ長岡 1階　カフェ＆ダイニング アゼリア

補  助  額 500円

●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。(3歳以下対象外)
●本券1枚で1人利用できます。
●他のサービス・特典・割引との併用不可

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

会 員 番 号

利  用  日

利用者氏名
注）未記入の券は利用不可

利用期間 2022年10月28日(金)・29日(土)
施  設  名 ホテルニューオータニ長岡 1階　カフェ＆ダイニング アゼリア

補  助  額 500円

●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。(3歳以下対象外)
●本券1枚で1人利用できます。
●他のサービス・特典・割引との併用不可

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

「申込書(14ページ)」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。申込方法

直接、あすか中央社会保険労務士法人へ電話でご相談の予約をしてく
ださい。その際、「ナッキーセンターニュースを見た」とお伝えください。

申込方法

サービスセンターから参加費の払込票を送付しますので、お近くのコンビニエンスストアから
お支払いください。支払期限までにお支払いをお願いします。

支払方法

10月19日（水）※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。支払期限

体験会中に職人が研ぎ直しする包丁1丁（1人1丁限り無料。複数本は有料かつ当日対応できま
せん。）、筆記用具　
※体験会で研ぐ包丁はこちらで用意します。

持 ち 物

会員と登録家族対 象 者

700円参 加 費

10月6日(木)必着申込期限

11月5日(土)
①10：30～11：30　②13：30～14：30

開催日時

10月3日（月）～10月31日（月）
月曜～金曜の9：00～18：30　※事前予約制

開催期間

あすか中央社会保険労務士法人
(長岡市宮原3-12-16　㈱江口経営センター内）

会　　場

あすか中央社会労務士法人
TEL 0258－89－7257

申 込 先 及 び
お問い合せ先

各回先着10名（最少催行人数各5名）定　　員

藤次郎ナイフギャラリー
(藤次郎オープンファクトリー内）
(燕市吉田東栄町9-5　TEL 0256-93-4195）

会　　場

砥石で包丁研ぎ体験会砥石で包丁研ぎ体験会 in 藤次郎ナイフギャラリー

包丁を研ぐ技術を実際の包丁職人から学び、技術を
習得してみませんか？

障害年金障害年金 相談会相談会

病気やケガで生活や仕事が制限されている方へ、お金の不安を解消する方法

無料無料

※燕西蒲勤労者福祉サービスセンターと共催事業のため他地域のお客様も参加されます。

20～64歳の障害でお困りの方が対象です。（ご家族やご支援者様からの相談も可能です）

精神疾患、がん、脳血管疾患、人工関節等、何らかの障害によって安定的
な就労が困難となり、お困りの方のために、国の公的年金である「障害年
金」について、無料相談をお受けします。

さつまいも掘り体験さつまいも掘り体験

オンラインでの
相談も可能です！

ホームページからも
お申込みできます。
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①11月19日（土）　対　群馬クレインサンダーズ 　17：35試合開始
②11月20日（日）　対　群馬クレインサンダーズ　 13：05試合開始 

日時及び対象試合

各日とも25組 50枚枚 数

※１試合のみ　１会員２枚のお申込みとなります。両日お申し込みの場合は無効となります。 

アオーレ長岡会 場

注意事項

NIIGATA  ALBIREX  BB  公式ホームページ www.albirex.com

10月6日(木)必着申込期限

「申込書（14ページ）」に必要事項を記入のうえ、 お申込みください。申込方法

インフルエンザワクチンを接種した会員に補助を行います。

B.LEAGUE 2022-23シーズン
ナッキー会員拡大キャンペーン

会員のみ（接種時に会員であること）、1回
本年9月1日(木)～12月末日の間に接種したものを対象とします。

対 象 者

1,000円 ※1,000円未満の場合は実費を補助補 助 額

申請期間 10月1日(土)～2023年1月31日(火)必着
ワクチン接種後、次のいずれかをセンター事務局に郵送または直接窓口で申請してください。
①インフルエンザ予防接種補助金申請書(ガイドブック60ページ)と会員名とインフルエンザ予防接
　種と明記されている領収書のコピー
②インフルエンザ予防接種補助金申請書(ガイドブック60ページ)とインフルエンザ予防接種者名簿
　(兼接種証明書)(ガイドブック61ページ)  
  

申請方法

口座振込支払方法

支 払 日 そ の 他

定　　員 2,500名 ※定員になり次第終了

インフルエンザ予防接種補助

抽選

観戦チケット（３F指定席）プレゼント

事業所ご紹介カード ＦＡＸ ０２５８-３７-５６６１

●サービスセンターのお得なサービス

充実した福利厚生を提供します。

抽選の結果は、チケットの発送(10月下旬頃）をもってかえさせていただきます。そ の 他

試合の開始時間は急遽変更になる可能性もございますので予めご了承ください。｠

新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染予防対策といたしまして、会場へご来場いただく皆さまに
は以下の注意事項にご協力をお願いいたします。
•マスク着用をお願いしております。　
•手指消毒にご協力ください。
•発熱症状のあるお客さまは恐れ入りますがご参加を控えて頂きますようお願い申し上げます。
•今後の状況の変化に伴い、試合の中止・内容を変更させていただく場合がございます。

領収書等の原本を提示していただく場合
があります。
「レシート」または領収書に氏名、インフ
ルエンザ予防接種と明記されていない
場合は「予防接種済証」を必ず添付してく
ださい。 

区　　　　　分 口座振込予定日
10月31日(月)まで受付分
11月11日(金)まで受付分
11月30日(水)まで受付分
12月12日(月)まで受付分
12月23日(金)まで受付分
1月31日(火)まで受付分

11月11日(金)
11月25日(金)
12月12日(月)
12月23日(金)
1月17日(火)
2月16日(木)

■慶弔給付金　■人間ドック・健康診断受診補助　■ゴルフ場プレー代補助　■契約施設利用　■子育て・介護支援　
■各種チケットあっせん　　など盛りだくさんのサービス

●キャンペーン期間中にご紹介先の事業所が入会されますと
■ご紹介くださったあなたには… 入会者１名につき1,000円分の商品券を進呈いたします。

■新規会員になられた事業所には… 入会記念として粗品を進呈いたします。

入会人数により割り増しがあります。
（例）2名の事業所が入会した場合　1,000円×2名＝2,000円分
　　5名の事業所が入会した場合　1,000円×5名＝5,000円＋1,000円＝6,000円分
　　※１事業所のご紹介につき最高70,000円分まで

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(14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▶▶▶
・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。

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 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)支払期限

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)支払期限

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）

10月１日～
11月30日

キャンペーン期間

　皆さんの取引先やお知り合いの未加入事業所がありましたらご紹介ください。ご都合に合わせてナッキーから入会の
ご説明に伺います。下記の事業所ご紹介カードをFAX又は郵送してください。

お知り合いの事業所にご紹介ください。

ご
紹
介
先
事
業
所

事業所名 代表者名

担当者名

所在地 電話番号

あなたの事業所名 あなたのお名前

所在地 電話番号

長岡市内の中小企業
（会社・工場・商店など）

左記事業所で働く従業員とその事業主
（パート、臨時雇用者も入会できます。）

会員１名につき月額800円
（事業主が負担した従業員の会費は、税法上の損金又は必要経費
として処理できる場合があります。）

ご入会できる事業所 ご入会できる方 会　　　費
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①11月19日（土）　対　群馬クレインサンダーズ 　17：35試合開始
②11月20日（日）　対　群馬クレインサンダーズ　 13：05試合開始 

日時及び対象試合

各日とも25組 50枚枚 数

※１試合のみ　１会員２枚のお申込みとなります。両日お申し込みの場合は無効となります。 

アオーレ長岡会 場

注意事項

NIIGATA  ALBIREX  BB  公式ホームページ www.albirex.com

10月6日(木)必着申込期限

「申込書（14ページ）」に必要事項を記入のうえ、 お申込みください。申込方法

インフルエンザワクチンを接種した会員に補助を行います。

B.LEAGUE 2022-23シーズン
ナッキー会員拡大キャンペーン

会員のみ（接種時に会員であること）、1回
本年9月1日(木)～12月末日の間に接種したものを対象とします。

対 象 者

1,000円 ※1,000円未満の場合は実費を補助補 助 額

申請期間 10月1日(土)～2023年1月31日(火)必着
ワクチン接種後、次のいずれかをセンター事務局に郵送または直接窓口で申請してください。
①インフルエンザ予防接種補助金申請書(ガイドブック60ページ)と会員名とインフルエンザ予防接
　種と明記されている領収書のコピー
②インフルエンザ予防接種補助金申請書(ガイドブック60ページ)とインフルエンザ予防接種者名簿
　(兼接種証明書)(ガイドブック61ページ)  
  

申請方法

口座振込支払方法

支 払 日 そ の 他

定　　員 2,500名 ※定員になり次第終了

インフルエンザ予防接種補助

抽選

観戦チケット（３F指定席）プレゼント

事業所ご紹介カード ＦＡＸ ０２５８-３７-５６６１

●サービスセンターのお得なサービス

充実した福利厚生を提供します。

抽選の結果は、チケットの発送(10月下旬頃）をもってかえさせていただきます。そ の 他

試合の開始時間は急遽変更になる可能性もございますので予めご了承ください。｠

新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染予防対策といたしまして、会場へご来場いただく皆さまに
は以下の注意事項にご協力をお願いいたします。
•マスク着用をお願いしております。　
•手指消毒にご協力ください。
•発熱症状のあるお客さまは恐れ入りますがご参加を控えて頂きますようお願い申し上げます。
•今後の状況の変化に伴い、試合の中止・内容を変更させていただく場合がございます。

領収書等の原本を提示していただく場合
があります。
「レシート」または領収書に氏名、インフ
ルエンザ予防接種と明記されていない
場合は「予防接種済証」を必ず添付してく
ださい。 

区　　　　　分 口座振込予定日
10月31日(月)まで受付分
11月11日(金)まで受付分
11月30日(水)まで受付分
12月12日(月)まで受付分
12月23日(金)まで受付分
1月31日(火)まで受付分

11月11日(金)
11月25日(金)
12月12日(月)
12月23日(金)
1月17日(火)
2月16日(木)

■慶弔給付金　■人間ドック・健康診断受診補助　■ゴルフ場プレー代補助　■契約施設利用　■子育て・介護支援　
■各種チケットあっせん　　など盛りだくさんのサービス

●キャンペーン期間中にご紹介先の事業所が入会されますと
■ご紹介くださったあなたには… 入会者１名につき1,000円分の商品券を進呈いたします。

■新規会員になられた事業所には… 入会記念として粗品を進呈いたします。

入会人数により割り増しがあります。
（例）2名の事業所が入会した場合　1,000円×2名＝2,000円分
　　5名の事業所が入会した場合　1,000円×5名＝5,000円＋1,000円＝6,000円分
　　※１事業所のご紹介につき最高70,000円分まで

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(14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▶▶▶
・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。

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 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)支払期限

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)支払期限

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）

10月１日～
11月30日

キャンペーン期間

　皆さんの取引先やお知り合いの未加入事業所がありましたらご紹介ください。ご都合に合わせてナッキーから入会の
ご説明に伺います。下記の事業所ご紹介カードをFAX又は郵送してください。

お知り合いの事業所にご紹介ください。

ご
紹
介
先
事
業
所

事業所名 代表者名

担当者名

所在地 電話番号

あなたの事業所名 あなたのお名前

所在地 電話番号

長岡市内の中小企業
（会社・工場・商店など）

左記事業所で働く従業員とその事業主
（パート、臨時雇用者も入会できます。）

会員１名につき月額800円
（事業主が負担した従業員の会費は、税法上の損金又は必要経費
として処理できる場合があります。）

ご入会できる事業所 ご入会できる方 会　　　費
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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

『手ぶくろを買いに』より　　　 ⒸKen　Kuroi

新潟市出身の絵本画家、黒井健さんの画業50周年を
記念する展覧会を開催します。
黒井さんは『ごんぎつね』や『手ぶくろを買いに』、「こ
ろわん」シリーズなど300冊以上の絵本や児童文学
の挿絵を手掛けてきました。
本展では代表作のほか、初期の貴重なカットから新
作絵本の原画まで約230点を展示、幅広い世代から
愛されてきた作品の魅力に迫ります。

－画業50年のあゆみ－
黒井健  絵本原画展

必要ポイント数 1 pt

10月28日(金)支払期限

そ の 他 中学生以下無料　大学・高校生800円

前売券 800円　当日券 1,000円一般価格

申込期限 10月28日(金)必着

あっせん枚数 100枚
あっせん価格 600円

会 場 新潟市新津美術館
券種・区分 一般

会 期 10月29日(土) ～
12月25日(日)

ⒸABC-A・東映アニメーション

デリシャスパーティ♡
プリキュア ドリームステージ♪

必要ポイント数 1 pt

日 時 2023年
1月9日(月・祝)　
①10:30  ②14:30

会 場 新潟テルサ 券種・区分 指定

申込期限 10月31日(月)必着 10月31日(月)支払期限

あっせん枚数 各20枚 あっせん価格 2,900円
3,800円　当日券 4,000円一般価格

そ の 他 3歳以上有料、2歳以下は保護者1名につき1名
膝上無料

デリシャスパーティ♡プリキュアが舞台に登場する、
プリキュア ドリームステージ♪を今年も開催いたし
ます！
ドリームステージ♪限定のオリジナルストーリーやラ
イブ、迫力満点のアクションやダンスをお見逃しなく！
特定商品の購入で終演後プリキュアとハイタッチが
出来る！
※お見送り会になる場合もございます。

券種・区分 1日券・5時間券

申込期限 12月23日(金)必着
12月23日(金)支払期限

妙高杉ノ原スキー場
2022-2023 シーズン早割リフト券

必要ポイント数 1 pt

あっせん枚数 各100枚
あっせん価格 1日券 3,200円　5時間券 2,800円

1日券 3,700円　5時間券 3,300円一般価格

そ の 他 1日券…営業開始から終了まで有効
5時間券…営業時間内の引換時から連続する5時間有効
　　　　  追加500円で1日券に変更可能

2022-23舞子スノーリゾート
スキーリフト前売券

必要ポイント数 1 pt

券種・区分 大人　1dayパス

申込期限 12月15日(木)必着
12月15日(木)支払期限

あっせん枚数 100枚
あっせん価格 3,200円

前売券 3,500円　当日券 5,500円一般価格

2022-2023湯沢中里スノーリゾート
スキーリフト前売券

必要ポイント数 1 pt

券種・区分 大人・大人＋小学生　1日券

申込期限 12月16日(金)必着
12月16日(金)支払期限

あっせん枚数 各100枚
あっせん価格 大人 1日券 2,900円　

大人＋小学生 1日券 4,500円
前売券　大人 3,200円・大人＋小学生 4,900円
当日券　大人 4,900円・大人＋小学生 7,400円

一般価格

2022-2023 ムイカスノーリゾート
スキーリフト前売券

必要ポイント数 1 pt

申込期限 12月22日(木)必着
12月22日(木)支払期限

券種・区分 大人・大人＋小学生　1日券
あっせん枚数 各100枚
あっせん価格 大人 1日券 2,300円　

大人＋小学生 1日券 3,500円
前売券　大人 2,600円・大人＋小学生 3,900円
当日券　大人 4,400円・大人＋小学生 6,400円

一般価格

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。

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

券種・区分 一般

そ の 他 中学生以下無料

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)支払期限

あっせん枚数 100枚

苗場「ドラゴンドラ」優待料金のご案内苗場「ドラゴンドラ」優待料金のご案内

コピー不可

キリトリキリトリ

2022年10月8日(土) ～ 11月6日(日)有効期間

優待料金

● 紅葉ドラゴンドラ
2022年10月8日(土) ～ 11月6日(日)営業期間

9:00 ～15:00(下り最終 16:00)営業時間

おとな 3,500円　こども(小学生) 2,000円通常料金

苗場スキー場 
TEL 025-789-4117
〒949-6292 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202

お問い合わせ

ナッキー会員限定

ドラゴンドラ乗車ご優待券ドラゴンドラ乗車ご優待券

区　　　  分

おとな
こども（小学生）

10/8～10/14 10/15～11/6
3,500円
2,000円

3,000円
1,500円

3,200円
1,700円

通常料金
優待料金

※本券1枚にて5名様までご利用可能です。

　新潟県湯沢町にある、苗場スキ
ー場とかぐらスキー場を結ぶ日本
最長5,481mの苗場-田代ゴンド
ラ通称「ドラゴンドラ」。
　龍が飛ぶ姿のように山の尾根を
上がったり、下がったり…。ちょっ
とスリルある紅葉空中散歩をお楽
しみください。 

　新潟県湯沢町にある、苗場スキ
ー場とかぐらスキー場を結ぶ日本
最長5,481mの苗場-田代ゴンド
ラ通称「ドラゴンドラ」。
　龍が飛ぶ姿のように山の尾根を
上がったり、下がったり…。ちょっ
とスリルある紅葉空中散歩をお楽
しみください。 

・新型コロナウイルス感染症予防対策のため、乗車人数制限
　を行っております。
・混雑状況によりご希望どおりご利用いただけない場合がご
　ざいます。予めご了承ください。
・未就学児はおとな１名の同行につき１名まで無料

注
意
事
項

必要ポイント数 1 pt

4,000円一般価格

日 時 12月14日（水） 19：00開演
会 場 りゅーとぴあ・コンサートホール
券種・区分 指定
あっせん価格 3,600円

支払期限 10月31日(月)10月31日(月)必着申込期限

フラメンコギター・コンサート
NEO FLAMENCO 
結成10周年 徳永兄弟コンサートホールツアー2022
新潟市生まれ！「100年に一度の原石」と称され、日本とス
ペインを行き来し様々な舞台にて活躍。フラメンコ界の未
来を切り開く徳永兄弟の新しき音楽への挑戦！

出演：[フラメンコギター ]徳永兄弟（徳永健太郎・徳永康次郎）
　　 [パーカッション]KAN
曲目：チック・コリア：SPAIN
　　 ビゼー：「カルメン」より
　　 徳永兄弟:Viajero del alma 魂の旅人
　　 徳永兄弟:Buleria de Padre ブレリアデパドレ　ほか
　　 ※曲目は変更になる可能性がございます。

そ の 他 未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

必要ポイント数 1 pt

7,500円一般価格

日 時 12月24日（土） 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 6,700円

支払期限 10月11日(火)10月11日(火)必着申込期限

ミュージカル
「クリスマス・キャロル」
世界中で愛され続ける小説「クリス
マス・キャロル」の世界を最高のキャ
ストでミュージカル化。全ての世代
に贈る華やかで迫力ある舞台！一番
大切な人と最高のひとときをご体感
ください。

出演：吉田栄作、早見優、吉田要士

そ の 他 未就学児入場不可

Ⓒ橘蓮二

日 時 2023年1月21日（土） 
①13:00開演  
②16:30開演
※①・②同一演目

会 場 アオーレ長岡 市民交流ホールA
券種・区分 指定

申込期限 10月14日(金)必着 10月14日(金)支払期限

第九回 
入船亭扇辰新春独演会

必要ポイント数 1 pt

あっせん枚数 各20枚
あっせん価格 1,800円 2,000円一般価格

そ の 他 未就学児入場不可

長岡市出身の落語家、入船亭扇辰による新春独演会です。柔
らかで落ち着いた雰囲気と端正な口調、そして繊細な演技
力。滑稽噺から人情噺まで、正攻法の古典の演者として、そ
の地位を確立した扇辰の落語をお見逃しなく！

あっせん枚数 20枚
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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

『手ぶくろを買いに』より　　　 ⒸKen　Kuroi

新潟市出身の絵本画家、黒井健さんの画業50周年を
記念する展覧会を開催します。
黒井さんは『ごんぎつね』や『手ぶくろを買いに』、「こ
ろわん」シリーズなど300冊以上の絵本や児童文学
の挿絵を手掛けてきました。
本展では代表作のほか、初期の貴重なカットから新
作絵本の原画まで約230点を展示、幅広い世代から
愛されてきた作品の魅力に迫ります。

－画業50年のあゆみ－
黒井健  絵本原画展

必要ポイント数 1 pt

10月28日(金)支払期限

そ の 他 中学生以下無料　大学・高校生800円

前売券 800円　当日券 1,000円一般価格

申込期限 10月28日(金)必着

あっせん枚数 100枚
あっせん価格 600円

会 場 新潟市新津美術館
券種・区分 一般

会 期 10月29日(土) ～
12月25日(日)

ⒸABC-A・東映アニメーション

デリシャスパーティ♡
プリキュア ドリームステージ♪

必要ポイント数 1 pt

日 時 2023年
1月9日(月・祝)　
①10:30  ②14:30

会 場 新潟テルサ 券種・区分 指定

申込期限 10月31日(月)必着 10月31日(月)支払期限

あっせん枚数 各20枚 あっせん価格 2,900円
3,800円　当日券 4,000円一般価格

そ の 他 3歳以上有料、2歳以下は保護者1名につき1名
膝上無料

デリシャスパーティ♡プリキュアが舞台に登場する、
プリキュア ドリームステージ♪を今年も開催いたし
ます！
ドリームステージ♪限定のオリジナルストーリーやラ
イブ、迫力満点のアクションやダンスをお見逃しなく！
特定商品の購入で終演後プリキュアとハイタッチが
出来る！
※お見送り会になる場合もございます。

券種・区分 1日券・5時間券

申込期限 12月23日(金)必着
12月23日(金)支払期限

妙高杉ノ原スキー場
2022-2023 シーズン早割リフト券

必要ポイント数 1 pt

あっせん枚数 各100枚
あっせん価格 1日券 3,200円　5時間券 2,800円

1日券 3,700円　5時間券 3,300円一般価格

そ の 他 1日券…営業開始から終了まで有効
5時間券…営業時間内の引換時から連続する5時間有効
　　　　  追加500円で1日券に変更可能

2022-23舞子スノーリゾート
スキーリフト前売券

必要ポイント数 1 pt

券種・区分 大人　1dayパス

申込期限 12月15日(木)必着
12月15日(木)支払期限

あっせん枚数 100枚
あっせん価格 3,200円

前売券 3,500円　当日券 5,500円一般価格

2022-2023湯沢中里スノーリゾート
スキーリフト前売券

必要ポイント数 1 pt

券種・区分 大人・大人＋小学生　1日券

申込期限 12月16日(金)必着
12月16日(金)支払期限

あっせん枚数 各100枚
あっせん価格 大人 1日券 2,900円　

大人＋小学生 1日券 4,500円
前売券　大人 3,200円・大人＋小学生 4,900円
当日券　大人 4,900円・大人＋小学生 7,400円

一般価格

2022-2023 ムイカスノーリゾート
スキーリフト前売券

必要ポイント数 1 pt

申込期限 12月22日(木)必着
12月22日(木)支払期限

券種・区分 大人・大人＋小学生　1日券
あっせん枚数 各100枚
あっせん価格 大人 1日券 2,300円　

大人＋小学生 1日券 3,500円
前売券　大人 2,600円・大人＋小学生 3,900円
当日券　大人 4,400円・大人＋小学生 6,400円

一般価格

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。

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

券種・区分 一般

そ の 他 中学生以下無料

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)支払期限

あっせん枚数 100枚

苗場「ドラゴンドラ」優待料金のご案内苗場「ドラゴンドラ」優待料金のご案内

コピー不可

キリトリキリトリ

2022年10月8日(土) ～ 11月6日(日)有効期間

優待料金

● 紅葉ドラゴンドラ
2022年10月8日(土) ～ 11月6日(日)営業期間

9:00 ～15:00(下り最終 16:00)営業時間

おとな 3,500円　こども(小学生) 2,000円通常料金

苗場スキー場 
TEL 025-789-4117
〒949-6292 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202

お問い合わせ

ナッキー会員限定

ドラゴンドラ乗車ご優待券ドラゴンドラ乗車ご優待券

区　　　  分

おとな
こども（小学生）

10/8～10/14 10/15～11/6
3,500円
2,000円

3,000円
1,500円

3,200円
1,700円

通常料金
優待料金

※本券1枚にて5名様までご利用可能です。

　新潟県湯沢町にある、苗場スキ
ー場とかぐらスキー場を結ぶ日本
最長5,481mの苗場-田代ゴンド
ラ通称「ドラゴンドラ」。
　龍が飛ぶ姿のように山の尾根を
上がったり、下がったり…。ちょっ
とスリルある紅葉空中散歩をお楽
しみください。 

　新潟県湯沢町にある、苗場スキ
ー場とかぐらスキー場を結ぶ日本
最長5,481mの苗場-田代ゴンド
ラ通称「ドラゴンドラ」。
　龍が飛ぶ姿のように山の尾根を
上がったり、下がったり…。ちょっ
とスリルある紅葉空中散歩をお楽
しみください。 

・新型コロナウイルス感染症予防対策のため、乗車人数制限
　を行っております。
・混雑状況によりご希望どおりご利用いただけない場合がご
　ざいます。予めご了承ください。
・未就学児はおとな１名の同行につき１名まで無料

注
意
事
項

必要ポイント数 1 pt

4,000円一般価格

日 時 12月14日（水） 19：00開演
会 場 りゅーとぴあ・コンサートホール
券種・区分 指定
あっせん価格 3,600円

支払期限 10月31日(月)10月31日(月)必着申込期限

フラメンコギター・コンサート
NEO FLAMENCO 
結成10周年 徳永兄弟コンサートホールツアー2022
新潟市生まれ！「100年に一度の原石」と称され、日本とス
ペインを行き来し様々な舞台にて活躍。フラメンコ界の未
来を切り開く徳永兄弟の新しき音楽への挑戦！

出演：[フラメンコギター ]徳永兄弟（徳永健太郎・徳永康次郎）
　　 [パーカッション]KAN
曲目：チック・コリア：SPAIN
　　 ビゼー：「カルメン」より
　　 徳永兄弟:Viajero del alma 魂の旅人
　　 徳永兄弟:Buleria de Padre ブレリアデパドレ　ほか
　　 ※曲目は変更になる可能性がございます。

そ の 他 未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

必要ポイント数 1 pt

7,500円一般価格

日 時 12月24日（土） 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 6,700円

支払期限 10月11日(火)10月11日(火)必着申込期限

ミュージカル
「クリスマス・キャロル」
世界中で愛され続ける小説「クリス
マス・キャロル」の世界を最高のキャ
ストでミュージカル化。全ての世代
に贈る華やかで迫力ある舞台！一番
大切な人と最高のひとときをご体感
ください。

出演：吉田栄作、早見優、吉田要士

そ の 他 未就学児入場不可

Ⓒ橘蓮二

日 時 2023年1月21日（土） 
①13:00開演  
②16:30開演
※①・②同一演目

会 場 アオーレ長岡 市民交流ホールA
券種・区分 指定

申込期限 10月14日(金)必着 10月14日(金)支払期限

第九回 
入船亭扇辰新春独演会

必要ポイント数 1 pt

あっせん枚数 各20枚
あっせん価格 1,800円 2,000円一般価格

そ の 他 未就学児入場不可

長岡市出身の落語家、入船亭扇辰による新春独演会です。柔
らかで落ち着いた雰囲気と端正な口調、そして繊細な演技
力。滑稽噺から人情噺まで、正攻法の古典の演者として、そ
の地位を確立した扇辰の落語をお見逃しなく！

あっせん枚数 20枚
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10,700円
（一般料金11,300円）

出 発 日

11月3日（木・祝）、4日（金）、
5日（土）、6日（日）

会員・登録家族料金

11,400円
（一般料金12,000円）

会員・登録家族料金

出 発 日

10月16日（日）、18日（火）、
22日（土）、23日（日）、
24日（月）、29日（土）、
11月1日（火）、3日（木・祝）

10月16日（日）、18日（火）、
22日（土）、23日（日）、
24日（月）、29日（土）、
11月1日（火）、3日（木・祝）

出 発 日

10月15日（土）、17日（月）、
21日（金）、23日（日）、
26日（水）

10月15日（土）、17日（月）、
21日（金）、23日（日）、
26日（水）

イメージ

会員・登録家族料金

大人15,300円
（一般料金15,900円）

小・中人14,600円
（一般料金15,200円）

イメージ

出 発 日

10月23日（日）
11月11日（金）、13日（日）、
19日（土）

会員・登録家族料金

大人11,400円
（一般料金12,000円）

小・中人10,900円
（一般料金11,500円）

出 発 日

10月23日（日）
11月13日（日）、23日（水・祝）
12月3日（土）、23日（金）

10月23日（日）
11月13日（日）、23日（水・祝）
12月3日（土）、23日（金）

イメージ

出 発 日

10月22日（土）、24日（月）
11月1日（火）、4日（金）、
6日（日）

会員・登録家族料金

大人10,400円
（一般料金11,000円）

小人   9,700円
（一般料金10,300円）

会員・登録家族料金

大人10,300円
（一般料金10,900円）

小人   8,700円
（一般料金9,300円）

日
帰
り

群馬群馬
国指定重要文化財
臨江閣と
秋のばら園

国指定重要文化財
臨江閣と
秋のばら園

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

日
帰
り

茨城茨城
国営ひたち
海浜公園
国営ひたち
海浜公園

山形山形
クラゲの
加茂水族館
クラゲの
加茂水族館

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

日
帰
り
3つの
ミステリツアー
3つの
ミステリツアー

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 日
帰
り杉ノ原ゴンドラと
リンゴ狩り
杉ノ原ゴンドラと
リンゴ狩り

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

日
帰
り

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

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）

必要ポイント数 1 pt

八海山
ロープウェーと
奥只見湖遊覧船

八海山
ロープウェーと
奥只見湖遊覧船

informationイインフォメーションンフォメーション推奨 （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(14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
販売会社窓口で手続きをする

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

新潟•長野新潟•長野
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3 旅行企画実施会社・旅行受託
販売会社窓口で手続きをする

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。
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次回の
センターニュースは
11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!

informationイインフォメーションンフォメーション

慶弔給付金慶弔給付金
令和4年5月11日～令和4年9月9日

5件
18件
41件
4件
39件
69件
40件
24件

22件
15件
12件
30件
44件
26件
80件

勤続30年  ……
勤続35年  ……
勤続40年  ……
銀婚　…………
還暦　…………
傷病見舞　……
死亡　…………

成人　…………
結婚　…………
出産　…………
入学祝　………
勤続10年  ……
勤続15年  ……
勤続20年  ……
勤続25年  ……

事務局だより
会費の自動振替日について
10月20日(木)は、会費(10・11・12月分)
の自動振替日です。残高不足のないように
ご確認ください。

新規加入事業所新規加入事業所
令和4年7月9日～令和4年9月9日

㈲グリ ーン開発  ………………………
高橋調査設計㈱  ………………………
㈲杵渕測量設計  ………………………
山信織物㈱  ……………………………
㈱稲田設備  ……………………………
斎藤鉄筋㈲  ……………………………
㈲中越測量社  …………………………
㈲若杉瓦店  ……………………………
㈱廣和建設  ……………………………
㈲アイディール  ………………………
共同土木㈱  ……………………………
鈴木事務所  ……………………………
アトラスデザインワークス㈱  ………

古正寺3
今朝白3
金沢6
北荷頃
楡原
熊袋
緑町3
下塩
巻渕3
今朝白3
山口
西新町1
新栄町3

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

● 10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

11 火 13：30～ 15：30小国支所

クイズにチャレンジしながら
パークでウォーキングを

楽しもう！

来園されるゲストの皆さまへのお願い
入園時に検温を実施し、37.5℃以上の発熱や風邪症状等の不調がある場合はチケットをお持ちの場合でも入園をお断りいたします。また、入園後に体調不良となった場合、症状によってはご退園いただくことがあります。
詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト（https://www.tokyodisneyresort.jp）をご確認ください。

実施期間

東京ディズニーランド® / 東京ディズニーシー®
スマートフォン等からコーポレートプログラム利用者専用サイトにアクセスし、ウォークラリー特設サイトよりご参加ください参加方法

10/11(火)～　　　　3/12(日)2022年 2023年10/11(火)～　　　　3/12(日)10/11(火)～　　　　3/12(日)10/11(火)～　　　　3/12(日)2022年2022年2022年 2023年2023年2023年
実施場所

®東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム

※本内容は、予告なく変更または終了する場合があります。

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
！

※応募には、ご入園にいただいた際に使用されたパークチケット番号と契約団体番号が必要です。事前に確認の上、ご応募ください。

ウォークラリーをクリアして、
　　　　　　　　　　　　　　   に応募しようプレゼントキャンペーン ！

パークグッズパークグッズパークグッズ
合計 200名様合計2組

© 2021 and ® Spin Master, Ltd. All Rights Reserved
©Disney／Pixar

東京ディズニーリゾート・
トイ・ストーリー ホテル宿泊　
東京ディズニーリゾート・
トイ・ストーリー ホテル宿泊　
東京ディズニーリゾート・
トイ・ストーリー ホテル宿泊　

詳しくはコーポレート
プログラム利用者専用
サイトをチェック！

詳しくはコーポレート
プログラム利用者専用
サイトをチェック！

詳しくはコーポレート
プログラム利用者専用
サイトをチェック！

詳しくはコーポレート
プログラム利用者専用
サイトをチェック！

契約団体番号：１２１７

広告

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8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

新規契約施設情報 新に契約した施設です。
※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。

越後·長岡／花みずき温泉 
旬食・ゆ処・宿 喜芳

利用資格 会員と登録家族

住　　所 長岡市上岩井6964番地
（長岡市みしま体育館となり）

電話番号 0258-42-4126（よに よいふろ）

「宿泊補助券」の利用ができます。

信
濃
川

長岡市役所
三島支所

みしま体育館

長岡造形大学

蔵王橋

長岡大橋

大手大橋

長生橋

喜芳

403

352

8

長
岡
駅

北
長
岡
駅

長岡
ＩＣ

長岡
JＣT

北陸
自動
車道

351

伊藤建設

トーア仏壇

リバー
サイド千秋
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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!
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会費の自動振替日について
10月20日(木)は、会費(10・11・12月分)
の自動振替日です。残高不足のないように
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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
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● 10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

11 火 13：30～ 15：30小国支所

クイズにチャレンジしながら
パークでウォーキングを

楽しもう！

来園されるゲストの皆さまへのお願い
入園時に検温を実施し、37.5℃以上の発熱や風邪症状等の不調がある場合はチケットをお持ちの場合でも入園をお断りいたします。また、入園後に体調不良となった場合、症状によってはご退園いただくことがあります。
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申　込　書（10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

3

4

5

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。

6

長岡市共通商品券(1会員2セットまで） ＊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。

10月7日(金)必着
抽選

※希望日にひとつだけ○をつけてください。

Ｂ.ＬＥＡＧＵＥ 2022-23シーズン観戦チケット(３Ｆ指定席)プレゼント
10月6日(木)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。

◆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。 代金の入金確認ができまし

　たら、手配いたします。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。

◆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

※下記の参加者名簿および希望時間に〇をつけてください。

砥石で包丁研ぎ体験会 （　　　　 ）名

（　　　　 ）名

会　　　員

登   録   家   族

参加希望時間

10:30～ 13:30～

開　 催 　日

11月19日㈯ 11月20日㈰

（　　　　 ）セット

※下記の参加者名簿および第１、第２希望日時を
　記入してください。

さつまいも掘り体験
10月12日(水)必着

抽選 第1希望日時

第2希望日時

月　  日　  時　  分

月　  日　  時　  分

（　　　　 ）名

（　　　　 ）名

会　　　員

登   録   家   族

No.204
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〒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10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　943社　　会員数　7,256人（令和4年9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

長岡市共通商品券 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。

支 払 期 限 10月25日（火）　
※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

発 送 方 法 入金確認後、長岡市共通商品券を手配し、登録された事業所に会員分まとめて送付
いたします。

そ の 他 抽選の結果は、払込用紙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。

長岡市内約300の加盟店でのお買い物、お食事など幅広い
場面でご利用可能な商品券です。
有効期限　2027年2月20日

あっせんセット数 2,000セット（1セット1,000円券×10枚）
1会員2セットまで

申 込 期 限 10月7日(金)必着
申 込 方 法 「申込書（14ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。

あっせん価格 一般価格　10,000円 ➡ 9,000円

支 払 方 法 申込期限後に抽選の上、当選者の方には払込用紙を送付します。
支払期限までにお支払いをお願いします。
 ・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。

必要ポイント数 １pt
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