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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。

ナッキー飲食店応援特別補助券
ナッキー契約店舗で税込み1,001円以上の店内飲食、テイクアウト、デリバリーに利用できる補助券です。
利 用 資 格

会員のみ

利 用 期 間

2022年11月1日(火)〜2023年1月31日(火)

利 用 枚 数

1会員1枚

補

1,000円

助

額

※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会計時に補助券を提出し、差額をお支払いください。 ※原則として現金精算

契 約 店 舗

２ページ〜７ページ掲載の店舗
(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制度で
認証済みの店舗には、
「認証飲食店」と記載しています。)
キリトリ

ナッキー飲食店応援特別補助券
利用期間
補 助 額

2022年11月1日(火)〜2023年1月31日(火)

1,000円

会員番号
会員氏名
※税込み1,001円以上の飲食代につき、会員1人1枚利用できます。
※会計時に提出 原則として現金精算
※記入のないものは使用できません。
※本券は契約店舗のみ有効です。
(契約店舗はセンターニュース紙面でご確認ください。)
（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

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。

譲渡・コピー不可

シネマチケットは
10ページ

割烹

梅川屋

店内 テイク
飲食 アウト

全席個室でゆっくりと食事ができます。
仕出しも承ります。
※要予約 電話にてお問い合わせくだ
さい。

越後長岡下町みんなのすしや木乃間
コロナ対策として、検温、
手指消毒、換気等を徹底し
ております。また、密にな
らないようにカウンター、
お座敷を工夫しておりま
す。安心してご来店くださ
い。

※写真はイメージです

☎ 0258-32-1493

※写真はイメージです

☎ 0258-34-1432

認証飲食店

長岡市台町1-6-10

割烹

店内 テイク デリ
飲食 アウト バリー

認証飲食店

長岡市台町1-3-10
https://sushi-konoma.gorp.jp/

秀浜

店内 テイク
飲食 アウト

日本海の海の幸を中心に新鮮な
魚介類や季節の食材を使ったお
料理がお楽しみいただけます。
椅子の個室3部屋をご用意いた
しております。

ホテルニューオータニ長岡

店内 テイク デリ
飲食 アウト バリー

ホテルレストラン・バー４店
舗でのお食事や特製のテイク
アウト商品、デリバリーまで
幅広くご利用いただけます。
ご利用店舗
「カフェ＆ダイニング アゼリ
ア」
「日本料理 胡蝶」
「ステー
キクラブ 悠」
「バー 辛夷」
※写真はイメージです

☎ 0258-32-7600

☎ 0258-37-1111 認証飲食店
長岡市台町2-8-35
https://www.nagaoka-newotani.co.jp

認証飲食店

長岡市台町1-9-25

パストラル長岡

店内 テイク デリ
飲食 アウト バリー

飲み放題付 5,500円〜
宴会時スクリーン・プロ
ジェクター無料貸出。
折、オードブル承ります。
宴会時マイクロバス送迎
ご相談ください。

ゴッサムダイナー

店内 テイク
飲食 アウト

バーガーの種類は約20種！
あなたのお好みの味を見
つけてください。
お待ちしております!!

※写真はイメージです
※写真はイメージです

☎ 0258-35-1305

認証飲食店

長岡市今朝白2-7-25
http://www.pastral-n.com

回鮮問屋

WiFi

使えます

銀しゃり番頭

店内 テイク
飲食 アウト

漁港直送の新鮮な魚貝類をご用意してお待ちしております。

☎ 0258-30-1831
長岡市曲新町541-1
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認証飲食店

☎ 0258-32-3940

認証飲食店

長岡市美沢3-591

割烹

かどや

店内 テイク デリ
飲食 アウト バリー

ビール1杯、お酒1本銘々料
理7品付、5,000円より承り
ます。
飲み放題は2時間で+1,500
円
バス送迎あり

☎ 0258-32-6207
長岡市摂田屋4-6-45

認証飲食店

バル エストマゴ

店内 テイク
飲食 アウト

新鮮な牡蛎と豊富なお酒、
料理長が腕を振るった料
理をご賞味ください。

酒味の郷

いさり火

店内
飲食

長岡の郷土料理が自慢の
お店！

※写真はイメージです

☎ 0258-31-5220 認証飲食店
長岡市大手通1-3-7 コスモ和第二ビル1F
http://estomago.jp

※写真はイメージです

☎ 0258-39-3337 認証飲食店
長岡市大手通1-4-2 大黒ビル１Ｆ
http://daikoku-gr.co.jp/

海鮮居酒屋 魚𩵋や本店
長岡ハイボール居酒屋 囲炉り

店内
飲食

新天街

大鮨

店内 テイク
飲食 アウト

日本海の新鮮な魚介類を
引き立ててくれる地酒と
共に、鮨と一品料理を季節
に応じて多数ご用意致し
ております。

鮮度抜群の鮮魚が自慢！

※写真はイメージです

☎ 0258-32-4860 認証飲食店
長岡市大手通1-4-2 大黒ビル2F
http://daikoku-gr.co.jp/

※写真はイメージです

☎ 0258-33-3215

認証飲食店

長岡市大手通2-1-16

長岡グランドホテル

店内 テイク
飲食 アウト

季節料理と地酒 南天
にいがたの名工に選ばれた野元真善
料理長によるコース料理と長岡市の
地酒をお楽しみください。
ステーキハウス 欅
長岡花火のような炎の演出「フラン
ベ」で極上ステーキを！

ビアホール ＢＡＤＥＮ−ＢＡＤＥＮ
自家製ソーセージと種類
豊富なビールが自慢で
す！
ドイツビールやクラフト
ビールも多数あります。
ソーセージとビールをお
楽しみください。

※写真はイメージです

☎ 0258-33-2111 認証飲食店
長岡市東坂之上町1-2-1
https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/restaurants/

すし和風料理

米八

店内 テイク デリ
飲食 アウト バリー

米八は寿司だけではなく沢
山のお料理メニュー、ドリン
クメニューがあり、コース料
理も充実しております。
個室完備、タッチパネルオー
ダーシステムもあります。

※写真はイメージです

☎ 0258-33-5098

認証飲食店

長岡市東坂之上町1-4-7
https://www.baden-baden.jp

中国四川料理

喜京屋

店内 テイク
飲食 アウト

長岡大手口より徒歩５分
１階は約100種類のメニ
ューの中からお好きなも
のを。
２階は円卓の個室となっ
ております。
また、テイクアウトは当日
も直ぐにお作り致します。
※写真はイメージです

☎ 0258-33-0440 認証飲食店
長岡市東坂之上町2-1-7
https://sushi-yonehachi-nagaoka.com/

店内 テイク
飲食 アウト

※写真はイメージです

☎ 0258-32-2417

認証飲食店

長岡市殿町1-3-9
http://sisen-kikyouya.com
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割烹

魚仙

店内 テイク
飲食 アウト

料亭

かも川 本館

店内 テイク デリ
飲食 アウト バリー

時代は変化しても古き良き時代
の料亭として、変わらぬおもて
なしの心でお迎えいたします。
2名様〜30名様まで、お人数に
合った完全個室のプライベート
空間で、ごゆっくりとお楽しみ
ください。

補助券を利用されるグ
ル ー プ の 方 全 員 に、オ
リジナルブレンドした
とんでもなく美味いお
酒 １ 杯 と、小 鉢 １ 品 サ
ービス！

10名様から飲み放題も承
っております。
※写真はイメージです

☎ 0258-34-6126

☎ 0258-33-0638

認証飲食店

長岡市殿町1-3-4
http://uo-sen.jp/

認証飲食店

長岡市殿町2-3-5
http://www.kamogawakan.com

長岡小嶋屋殿町本店

店内 テイク
飲食 アウト

厳選そば粉と国産ふ
のりを使用し、見た目
にも味にもこだわっ
た「へ ぎ そ ば」が お す
す め！天 ぷ ら や 新 潟
名物のタレかつ丼も
おススメです。

手打ち蕎麦

蕎麦前 わびすけ

有機栽培、魚沼産堀之内在
来種
石臼挽き自家製粉
手打ち十割蕎麦

※写真はイメージです

☎ 0258-39-0543 認証飲食店
長岡市殿町2-2-9
https://www.nagaokakojimaya.com/

割烹

柏亭

※写真はイメージです

☎ 0258-35-2933 認証飲食店
長岡市殿町3-1-3
https://wabisukenagaoka.owst.jp
店内
飲食

お祝い、法事、接待など完
全個室をご利用いただけ
ます。
飲み放題付コース料理も
ご用意。
お気軽にお問い合わせく
ださい。

クッチーナ・ヒコ

魚藤

店内 テイク デリ
飲食 アウト バリー

四季折々の海の幸山の幸
を活かしたお料理をお座
敷で味わっていただけま
す。
全館バリアフリー対応

※写真はイメージです

☎ 0258-35-6743 認証飲食店
長岡市坂之上町2-4-8
http://hitosara.com/0004002117/

認証飲食店

長岡市坂之上1-4-14
http://www.kashiwatei.biz

割烹

店内 テイク
飲食 アウト

夫婦と娘達でやっている
アットホームなイタリア
ンのお店です。旬の食材を
取り入れ前菜からデザー
トまで手作りで作ってお
ります。
感染症対策もしておりま
すので、安心してお越しく
ださい。
※写真はイメージです

☎ 0258-31-0660

店内
飲食

料理・仕出し

杉の栄

(すぎのえ)

テイク
アウト

今季のおすすめは、テイクアウトの天丼サ
ラダセット・角煮丼サラダセット、いずれ
も1,500円
事前にお電話頂くとスムーズにお渡し出
来ます。
忘新年会もご予約受付中！
お支払いは、ナッキー補助券、GO TO イー
ト券、Pay Payも利用可能!!
※写真はイメージです

☎ 0258-32-1465
長岡市表町1-10-6
http://www.uoto.co.jp
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認証飲食店

☎ 0258-32-2824 認証飲食店
長岡市新町2-4-16
http://suginoe.blog47.fc2.com/

寿司・和食

一

店内 テイク
飲食 アウト

2か月毎に旬メニューに一新
するコース料理は3種、また
テイクアウト用お弁当は約
10種の品揃えをご用意。
店舗の空間は、専用玄関付き
個室6室や水演出を眺めるカ
ウンター席等、様々なシーン
にお応えします。

大島 魚仙

店内 デリ
飲食 バリー

新鮮食材を使用した美味
しい料理と地酒を落ち着
いた和の空間でご堪能く
ださい。
一品一品心を込めた膳を
是非お楽しみください。

※写真はイメージです

☎ 0258-28-5001

※写真はイメージです

☎ 0258-27-0921

認証飲食店

長岡市古正寺１-2972
http://ichi-nagaoka.jp/

認証飲食店

長岡市大島新町4-乙５０

麺香房ぶしや本店

店内
飲食

魚介の風味を利かせた濃厚
スープは2種類のかつお節を
使用。強い香りとコクを十二
分に引き出し、鮮烈な印象を
与える味に仕上げています。
それに負けない麺は北海道
産小麦粉を使った自家製麺。
強い弾力とフレッシュな小麦
の香り、
そして喉越し最高!!

アクアーレ長岡

店内 テイク デリ
飲食 アウト バリー

和食ダイニング辛夷では、
健康ランチや季節限定メ
ニューなど和食中心に取
り揃え、休憩・お食事処あ
おばでは、アスリート食・
サ ウ ナ 飯 の ほ か、ラ ー メ
ン、餃子、定食等バリエー
ション豊富です。
※写真はイメージです
※写真はイメージです

☎ 0258-94-4517

☎ 0258-47-5656 認証飲食店
長岡市新陽2-5-1
http://www.aquarenagaoka.or.jp

認証飲食店

長岡市喜多町1112-1
https://tsuku2.jp/bushiya

チャイナレストラン

海龍

店内 テイク
飲食 アウト

本格的中国料理をリーズ
ナブルに楽しめる店。広い
空間でゆっくりとおいし
い料理がいただけます。

やまか飯店

店内 テイク
飲食 アウト

中華料理をメインとして、一
品料理から麺類、ご飯類、点
心など色々なメニューを取
り揃えております。ご来店お
待ちしております。

※写真はイメージです

☎ 0258-47-6660

☎ 0258-46-2256

認証飲食店

長岡市上富岡2-280-1
http://kanekoya.jp

のみ食い処

認証飲食店

長岡市上除町甲3617-1

海老蔵

店内 テイク
飲食 アウト

季節の食材を中心に新鮮な魚・肉料
理を提供いたします。
新型コロナ感染対策に務めており
ます。ご家族・ご友人との楽しいひ
とときを安全な空間で、安心してお
過ごしください。

西谷鉱泉

中盛館

店内 テイク
飲食 アウト

少人数のグループから団
体様までご宴会ならお任
せください。
人気の個室ランチ(2,300
円〜 )や、飲み放題コース
などご予算・ご要望に応じ
て様々なコースをご用意
しております。
※写真はイメージです

☎ 0258-92-5323
長岡市浦9937

認証飲食店

※写真はイメージです

☎ 0258-94-2417

認証飲食店

長岡市西谷480
https://www.chuseikan.co.jp
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寺泊

きんぱちの湯

店内
飲食

目の前に広がる日本海と
彼方に浮かぶ佐渡島。四季
折々の絶景を眺めながら
新鮮な海の幸を心ゆくま
でご堪能ください。

美味探究の宿

住吉屋

店内
飲食

寺泊の老舗旅館、地元漁協
の競り権を持ち鮮度抜群
の海の幸をお召し上がり
いただけます。併設のお食
事処つわぶきも好評営業
中です。

※写真はイメージです

☎ 0258-75-5888

☎ 0258-75-3228

認証飲食店

長岡市寺泊松沢町9353-621
http://www.kinpachi.co.jp

認証飲食店

長岡市寺泊大町7745
http://www.h-sumiyoshiya.net/

焼肉笑家

店内 テイク
飲食 アウト

海に一番近い路地裏にある古
民家をリノベーションした焼
肉屋が「焼肉笑家」です。
焼肉にこだわり、韓国料理や
海の街ですので海鮮もご用意
してお待ちしてます。

割烹

大倉

店内 テイク デリ
飲食 アウト バリー

日本庭園を眺めながらお
食事を楽しんでください。
デリバリーは旧栃尾地域
限定

※写真はイメージです

☎ 0258-75-2955 認証飲食店
長岡市寺泊荒町7592-20
http://yakinikuwaraya.web.fc2.com

丸五食堂

※写真はイメージです

☎ 0258-52-2473

認証飲食店

長岡市東が丘3-10

店内 テイク デリ
飲食 アウト バリー

昔ながらの自家製麺のラー
メン、手作り餃子、もつ煮
味を大切にしています。

アルベーロ

店内 テイク
飲食 アウト

国産小麦を使用したピッ
ツァとパニーニがおすす
めです!!
オーガニック野菜を積極
的に取り入れています。
テイクアウトはお電話に
てご注文いただけます。

※写真はイメージです

☎ 0258-52-3684

☎ 0258-86-6838 認証飲食店
長岡市栄町2-8-16
http://albero2011.blog.fc2.com

認証飲食店

長岡市栄町2-3-48

和島トゥー・ル・モンド レストランBague

※写真はイメージです

店内 テイク
飲食 アウト

築85年の木造校舎をリノ
ベーションしたフレンチ
レストランです。地元食材
をふんだんに使用したお
料理をぜひご賞味くださ
い。

弥彦桜井郷温泉

さくらの湯

ふるさとの味覚、四季折々
の多彩なメニューにてお
待ちしております。
ご家族、ご友人との団らん
にご利用ください。

※写真はイメージです

☎ 0258-74-3004 認証飲食店
長岡市和島中沢乙64-1
http://www.tout-le-monde.com
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店内
飲食

※写真はイメージです

☎ 0256-94-1126
西蒲原郡弥彦村大字麓1970
http://www.hotel-juraku.co.jp/sakura/

ホテルプラザ片山

店内 テイク
飲食 アウト

梅コース 4,000円
花コース 5,000円
+2,000円で飲み放題
カラオケ無料、ソフトクリー
ム食べ放題
折詰料理、お弁当の配達も承
ります。

あてま高原リゾート ベルナティオ

店内
飲食

新 潟 が 誇 る「に い が た 和
牛」を中心に、各種お肉料
理を提供します。また、魚
沼産コシヒカリや妻有ポ
ーク、四季折々の充実した
野菜、そしてワインや地酒
とともに、あてま高原なら
ではの食の魅力をご堪能
いただけます。
※写真はイメージです

☎ 0258-82-2051 認証飲食店
小千谷市本町1-7-3
http://www.plaza-katayama.com

キャンペーン期間

10月１日〜
11月30日

☎ 025-758-4888

認証飲食店

十日町市珠川
http://www.belnatio.com

お知り合いの事業所にご紹介ください。

ナッキー会員拡大キャンペーン
充実した福利厚生を提供します。

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。

●サービスセンターのお得なサービス

■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
■各種チケットあっせん
など盛りだくさんのサービス

■契約施設利用

■子育て・介護支援

●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。
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

■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。
ご入会できる事業所

長岡市内の中小企業

（会社・工場・商店など）

ご入会できる方

会

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。）

費

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。）

事業所ご紹介カード

ＦＡＸ０２５８-３７-５６６１

あなたの事業所名

あなたのお名前

所在地

電話番号

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

ガイドブック (新刊) 広告募集中 !!
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、ガイドブック63ページ「広告掲載等申込書」で、FAX又はお電話でご連絡ください。
Service Center News
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〜弥彦桜井郷温泉 さくらの湯

温泉＆昼食会〜

クリスマスリース作り＆ハーブランドシーズンのハーブティー
クリスマスリース作りと、オリジナルハーブティーを学び、その後さくらの湯の温泉とランチ
タイムをお楽しみいただくプランです。
開催日時

12月3日（土） 10：20〜 正午

※リース作り終了後、入浴・昼食・自由解散となります。

会

場

弥彦桜井郷温泉 さくらの湯

定

員

先着10名（最少催行人数5名）

参 加 費

会員

2,000円、登録家族 2,300円、一般 3,500円

イメージ

※材料費・さくらの湯入館料・昼食含む
申込期限

12月1日(木)まで

申込方法

①弥彦桜井郷温泉 さくらの湯へ電話で予約してください。
弥彦桜井郷温泉 さくらの湯 TEL0256-94-1126 (営業時間 10：00 〜 21：00）
②電話予約の際、参加者全員の氏名・申し込み代表者の連絡先、会員の方は会員番号も伝
えてください。

利用方法

当日、
さくらの湯受付で精算し参加します。 ※当日会員証を提示してください。

講

ハーブランドシーズン

師

ハーブインストラクター

ハーブランドシーズン
新潟市西区赤塚にある、ラムサール条約登録の大自然 佐潟 を臨む体験型ハーブ園です。
※(公財)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。

抽選

B.LEAGUE 2022-23シーズン

日時及び対象試合

観戦チケット（３F指定席）プレゼント

①12月 3 日（土） 対 仙台89ERS
１７：３５試合開始
②12月 4 日（日） 対 仙台89ERS
１３：０５試合開始
③12月14日（水） 対 サンロッカーズ渋谷 １9：０５試合開始
会
場 アオーレ長岡
枚
数 各日とも25組 50枚
※１試合のみ
申込期限

１会員２枚のお申込みとなります。複数日お申し込みの場合は無効となります。

11月10日（木）必着

申 込 方 法 「申込書
（14ページ）」に必要事項を記入のうえ、お申込みください。
そ の 他 抽選の結果は、
チケットの発送(11月下旬頃）をもってかえさせていただきます。

注意事項
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、
イベントの中止・内容を変更させていただく場合がございます。

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

塩引き鮭作り体験

本格的な 塩引き鮭作り体験 です。
開催日時

12月3日(土)

①9：30 〜10：30

②11：00 〜12：00

※10分前までに集合してください。
会

場

農の駅 あぐらって長岡

（長岡市栖吉町3670

イメージ

TEL 0258-34-5360）

10名（最少催行人数5名）

対 象 者

会員と登録家族

定

参 加 費

4,000円(一般料金5,500円)

申込期限

申込方法

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申込期限終了後に抽選の上、当選者の方にはサービスセンターから「補助券」を郵送します。

利用方法

当日、受付の際に「補助券」を提出し参加費をお支払いください。

持 ち 物

軍手、エプロン、鮭を拭くタオル

作 り 方

員

塩引き鮭作り体験
エラや内臓を取り出し、 鮭の表面・腹に丁寧に塩
きれいに水洗いします。 をまんべんなくすり込み
ます。

各回

11月17日(木)必着

ご自宅で

➡

7日間塩漬けしま その後、鮭を水漬 頭を下にして吊る
す。
けにして塩抜きを し乾かします。
します。

そ の 他

汚れても良い服装で参加してください。

お 願 い

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。

抽選

全国共通お食事券ジェフグルメカード
割引あっせん販売

ジェフグルメカードは有効期限がなく全国35,000店舗で使える上、各加盟店でのお持ち帰り需要に
も対応しております。額面は500円1種類となり気軽にお使い頂けます。
必要ポイント数

１pt

あっせん枚数

800セット (1セット 500円券×6枚)

１会員2セットまで
あっせん価格

一般価格

申込期限

11月8日(火)必着

申込方法

3,000円

➡ 2,500円

「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

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。

支払期限

11月27日(日)

※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。
発送方法

入金確認後、
ジェフグルメカードを手配し、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。
Service Center News
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シネマチケット

抽選

インターネット予約・自動発券機で使えるようになりました！
観たい映画を、ご都合のいい日・上映時間で鑑賞できます。
必要ポイント数

1枚 １pt

あっせん枚数

2,100枚限定 ※1会員3枚まで

対象映画館

T・ジョイ長岡もしくはT・ジョイ新潟万代で利用可。
他のT・ジョイでは利用できません。

あっせん価格

一般価格

申込期限

11月8日（火）必着

有効期限

令和5年6月30日（金）

1,900円

『ラーゲリより愛を込めて』
（12/9
（金）
公開）
Ⓒ2022 映画｢ラーゲリより愛を込めて｣製作委員会
Ⓒ1989清水香子

➡ 1,100円

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

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。

支払期限

11月27日（日）

『THE LEGEND & BUTTERFLY』
（1/27
（金）
公開）
Ⓒ2023｢THE LEGEND & BUTTERFLY｣製作委員会

※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。
発送方法

入金確認後、
シネマチケットを手配し、登録された事業所に会員分まとめて送付いたします。

使用上の注意

1枚で1名様1作品にご利用いただけます。
満席の場合はご利用いただけません。
イベントやライブビューイング、特別興行には使えません。
払い戻し不可、現金との引き換えはできません。
チケットは有効期限内でご利用いただけます。
特別上映(3D上映等)やプレミアムシートのご利用には別途追加料金を頂戴いたします。
インターネット予約「KINEZO」、自動発券機、チケットカウンターでご利用いただけます。
「200円共通割引券」
と併用はできません。

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。
60歳以上の方は、
「シネマチケット」を購入されるより、
シニア料金(要証明書)に「200
円共通割引券」を使用すると1,000円で鑑賞でます。
また、
ファーストデー (12月を除く
レディースデー (女性限定/毎週水曜日)も、各割引料金に「200円共通割引券」
毎月1日)、
を使用すると、1,000円で鑑賞できます。
キリトリ

T・ジョイからのお願い

新型コロナウイルス感染予防対策について
新型コロナウイルス感染拡大防止にあたり、お客様の安全面に
十分注意しながら営業いたします。
ご来場の際には、以下のとおりご協力をお願い申し上げます。
健康に不安のある方のご来場は、
ご遠慮いたします。
ご来場の際は、
マスクの着用をお願いいたします。
ご利用の際は、お客様同士の間隔をあけてお並びください。
詳しくは、
劇場HPにてご確認ください。
https://tjoy.jp/t-joy̲nagaoka

「フード・ドリンク売店」
割引券
「当日の座席指定券」を提示し、
「本券」を
提出した方に限りフード・ドリンク売店
ご利用の際、1会計につき100円割引き
します。
割引適用期限
引 換 場 所
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令和5年6月30日（金）
T・ジョイ長岡

発行：
（公財）長岡市勤労者福祉サービスセンター

コピー不可

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。

妙高杉ノ原スキー場

必要ポイント数

支払方法▶▶▶

その他▶ ▶▶

・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。

・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。

1

pt

2022-23舞子スノーリゾート

必要ポイント数

2022-2023 シーズン早割リフト券 スキーリフト前売券
券種・区分

1日券・5時間券

あっせん枚数

各100枚
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
12月23日(金)必着
12月23日(金)

あっせん価格
一般価格
申込期限
支払期限
そ の 他

あっせん価格
一般価格
申込期限
支払期限

必要ポイント数

1

支払期限

pt

必要ポイント数

5

pt

あっせん価格

①2023年1月28日(土) 17:30開演
②2023年2月4日(土) 17:30開演
JR東日本四季劇場〔秋〕
（東京都港区）
あっせん枚数 各6枚
Ｓ席
一 般 価 格 12,100円
11,100円

申込期限

11月30日(水)必着

そ の 他

公演当日3歳以上有料(膝上観劇不可)2歳以下の入場不可
ご来場前に必ず劇団四季公式HPをご確認ください。

会

場

支払期限

必要ポイント数

あっせん枚数
あっせん価格
一般価格
申込期限
支払期限

1

pt

大人、大人＋
小学生 1日券
各100枚
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
12月22日(木)必着
12月22日(木)

沢田研二

必要ポイント数

1

pt

LIVE 2022-2023
「まだまだ一生懸命」

劇団四季史上、最大規模のオリジナルミュージカル！圧
倒的なスケールの最強エンターテインメント、誕生！乱
暴者のバケモノと、孤独な人間の少年が紡ぐ、血のつな
がりを超えた 親子 の絆。
少年はやがて17歳の青年へと成長し、
「自分は何者なの
か」と思い悩みながらも、周囲の支えを得て自分自身と
向き合っていく――。

券種・区分

2022-2023 ムイカスノーリゾート

券種・区分

pt

前売券 3,500円 当日券 5,500円
12月15日(木)必着
12月15日(木)

スキーリフト前売券

大人、大人＋
小学生 1日券
各100枚
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
12月16日(金)必着
12月16日(金)

バケモノの子』

時

100枚
3,200円

一般価格

劇団四季ミュージカル

日

あっせん枚数

申込期限

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

スキーリフト前売券

あっせん枚数

大人
1dayパス

あっせん価格

2022-2023湯沢中里スノーリゾート

券種・区分

券種・区分

1

11月30日(水)

日

時

会

場

2023年2月12日（日）
18：00開演
新潟県民会館

20枚
8,800円
支 払 期 限 11月30日(水)
11月30日(水)必着
未就学児入場不可 小学生以上はチケット必要
開場、開演時間は予定のため変更の可能性がご
ざいます。5/20（土）に長岡市公演を予定してお
ります。後日ご案内予定です。

券種・区分

指定

あっせん枚数

あっせん価格

7,900円

一般価格

申込期限
そ の 他
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チケットあっせん
ケットあっせん情報
情報
本條秀慈郎×ＬＥＯ

ゲッターズ飯田トーク＆
デュオ・リサイタル −進化する伝統− Calmeraジャズライブ2023
‑better fortune'n jazz‑
必要ポイント数

1

pt

三味線と箏の伝統を受け継ぎながら、現代音楽との
融合で新たな魅力を追求する若き実力者二人の競演
です。
出演：本條秀慈郎（三味線）、
ＬＥＯ
（箏）
曲目：藤倉大／ Cutting Sky
坂本龍一／ Andata
沢井忠夫／銀河 ほか

日

時

会

場

2023年3月4日（土）
14：00開演
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
2,700円

あっせん価格

3,000円
申 込 期 限 11月30日(水)必着
そ の 他 未就学児入場不可

日

時

会

場

支払期限

11月30日(水)

指定

あっせん枚数

20枚
(1会員4枚まで）

あっせん価格

4,100円

一般価格

4,600円
11月30日(水)必着
11月30日(水)
3歳以上チケット必要

支払期限
そ の 他

古内東子

必要ポイント数

1

pt

1

pt

必要ポイント数

1

pt

2023年
3月11日(土)
16：30開演
新潟テルサ

券種・区分

申込期限

一般価格

必要ポイント数

久宝留理子

TOKO FURUUCHI
LIVE2023 元気です! in 新潟
SPECIAL ACOUSTIC LIVE 〜サクラサク空の下で〜
『誰より好きなのに』や『大丈夫』等、多くのヒットで
「ラブソングの女王」と呼ばれ当時の女性たちから絶
大な支持を得た。最近は男性客も多くなり上質な
AORをじっくりと聞かせてくれる。今年デビュー
30周年を記念して『体温、鼓動』をリリース。二十数
年ぶりとなった7月の新潟ホールコンサートは満席
となり大盛況だった。

日

時

会

場

2023年4月1日(土)
15：00開演
新潟市音楽文化会館

90年 代 宝 石CM曲『男』や ポ ケ ベ ルCM
曲『早くしてよ』等の大ヒットでNHK紅
白歌合戦に連続出場するなど、圧倒的な
歌唱力とルックスを備えた「ガールズポ
ップ」の先駆者の一人として学園祭など
に多く出演した。デビュー 32年を迎え
た現在も新曲『サクラサク空の下で』を
発表し精力的に活動中。

日

時

会

場

券種・区分

指定

あっせん枚数

券種・区分

5,400円

20枚

あっせん価格

一般価格

あっせん価格

11月30日(水)必着
未就学児入場不可

支払期限

6,000円
11月30日(水)

申込期限
そ の 他

申込期限
そ の 他

2023年4月9日(日) 15：00開演
新潟県民会館 小ホール
あっせん枚数 20枚
指定
一 般 価 格 6,000円
5,400円
11月30日(水)必着 支 払 期 限
未就学児入場不可

11月30日(水)

インフルエンザ予防接種補助
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。
補 助 額

1,000円 ※1,000円未満の場合
は実費を補助

対 象 者

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。

定

2,500名 ※定員になり次第終了

申請期限

2023年1月31日(火)必着

員

申請方法

支払方法

12

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)

口座振込

Service Center News

支 払 日

そ の 他

区
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

口座振込予定日
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)

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。

事務局だより

利用補助券の申し込みはお早めに
利用補助券は郵送しています。土・日・祝日の配達は行なわれませんので、申請は日数に余裕
をもってお申し込みください。

新規加入事業所

慶弔給付金

令和4年9月10日〜令和4年10月7日

令和4年9月10日〜令和4年10月7日

㈲大倉 ………………………………… 東が丘

成人

…………

1件

勤続30年 ……

9件

札幌ラーメンどさん子栃尾店 ……… 金町２

結婚

…………

3件

勤続35年 ……

3件

出産

…………

8件

勤続40年 ……

4件

秋葉タクシー㈱ ……………………… 栄町２
㈱ビジョンホールディングス ……… 南陽２

勤続10年 …… 24件

銀婚

………… 16件

㈱ノブサーズ ………………………… 南陽２

勤続15年 …… 14件

還暦

………… 13件

㈱マイロード ………………………… 南陽２

勤続20年 …… 11件

傷病見舞

勤続25年 …… 11件

死亡

㈱モッズ ……………………………… 南陽２

Remain Firm Hair ………………… 旭町２
長岡ジープセンター ………………… 中沢１

……

1件

………… 17件

建築企画Hiro ………………………… 新組町
広告

ろうきんローンの 金利引き下げ！
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！

マイカーローン
ご融資金額は
最高1,000万円

ご融資金額は
最高2,000万円

保証料0円

最長10年返済！

教育ローン

（ろうきん負担）

自動車に関する幅広いお使いみちに対応！
修理

カー用品の購入

免許の取得

車検

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。

1.60

年

〜 年1.70 %
% 年 2.30%

（変動金利）

お申込時に会員証をご提示ください
土日も
ご相談

OK！

（変動金利）

【通常金利】

入学金

入居先の
敷金・家賃など

授業料

留学費用

他金融機関の
教育ローンからの借換え

生活応援
金利

（変動金利）

1.80

年

etc.

〜 年1.90 %
% 年 2.68%

（変動金利）

（変動金利）

【通常金利】

（変動金利）

※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10月1日現在。

0258 -33 - 0222

営業時間

9:00〜17:00

●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。

会員募集中!

受験費用

※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。

ろうきんプラザ長岡（ろうきん長岡支店内）
長岡市呉服町1-3-35

（ろうきん負担）

教育費全般の幅広いお使いみちに対応！

自動 車 購 入

生活応援
金利

保証料0円 ※

最長20年返済

まずは 24 時間受付 で 審査もスピーディーな

ネットカンタン仮申込 で！

！本申込みではありませんのでお気軽にご利用ください。
審査結果ご連絡後のキャンセルもＯＫ

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。

次回の
センターニュースは
12月1日発行です。

申

込

書 （11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。
令和

月

日

事業所名

会員番号
会員氏名
送 付 先

年

日中連絡の取れる電話番号
事

業

所 ・ 自 宅 ・ 窓

口

（受取り

月

日）

※申込みの番号に必ず○印と必要事項を記入してください。
1

抽選

11月10日(木)必着

抽選 塩引き鮭作り体験

参加希望時間

11月17日(木)必着

※希望時間に〇をつけ、下記の参加者名簿をご記入ください。

3

抽選

催

日

12月3日(土) 12月4日(日) 12月14日(水)

※希望日にひとつだけ○をつけてください。複数日申し込みの場合は無効

2

開

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

9:30〜 11:00〜

員（

）名

登 録 家 族（

）名

会

全国共通お食事券
ジェフグルメカード(1会員2セットまで）＊送付先…事業所又は窓口 （

）セット

11月8日(火)必着
4

抽選

シネマチケット(1会員3枚まで）＊送付先…事業所又は窓口

（

11月8日(火)必着

）枚

チケットあっせん
チ ケット 名

公演日時

券種・区分

申込枚数
ポ イ ント 使 用

5

（

）枚

（

）枚

（ あっせん 価 格 ）

ポ イ ント な し

（ 一 般 価 格 ）

参
加
者
名
簿

参 加 者 氏名

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

◆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。
受
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付

印

