
佐渡の旅・特別価格対象ツアー佐渡の旅・特別価格対象ツアー佐渡の旅・特別価格
今年は世界遺産を先取り!!今年は世界遺産を先取り!!世界遺産

センター独自の企画ツアーではなく、旅行企画実施会社が募集している企画を一般料金より
センターが補助して特別価格にて利用できます。直接申し込むため、手続きが簡単です！

補助金額：ツアー代金より 1,000 円補助（１人１ツアーにつき）＋さくちゃん補助券の併用可
　　　　　さらに！会員証提示で、佐渡島内で利用できるマル得クーポンプレゼント（佐渡汽船直江津総合案内所のみ）

各ツアーの日程や詳細はホームページをご確認ください。

https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/
※インターネットからの申込は、ツアー補助や特典の対象外です。

【受託販売】新潟県知事登録旅行業 第 2-171 号
株式会社直江津マリントラベル（佐渡汽船直江津総合案内所）
025-544-1234 営業時間 8：30～ 17：00
国内旅行業務取扱管理者　八子智英
【旅行企画実施】新潟県知事登録旅行業 第 2-167 号
（一社）全国旅行業協会会員 
佐渡汽船株式会社 〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代 9-1

※天候や最小遂行人員に満たないときは催行中止となる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症対策として、佐渡汽船ではお客様と従業員の安心・安全を守るため、努めています。詳しくはHPをご覧ください。

利用方法：ツアーを申し込みまたは支払いをする際に会員証の提示をしてください
特　　典：佐渡汽船直江津総合案内所で取り扱う企画実施旅行商品（ツアー）を利用時に
　　　　　佐渡島内で利用できるマル得クーポン発行
　　　　　宿泊／ 1,000 円分（250円×4枚）　　日帰り／ 500円分（250円×2枚）
利用資格：会員と家族
※上記【特別価格対象ツアー】以外のツアーにも利用できます
※さくちゃん補助券併用可

割引協力サービス指定店のお知らせ 佐渡汽船直江津総合案内所

佐渡を旅する

ジェットフォイルで行く黄金の佐渡島
大人14,800 円／小児（小学生）10,500 円
ジェットフォイルで行く黄金の佐渡島
大人14,800 円／小児（小学生）10,500 円

親子 deジェットフォイル乗船体験の旅
親子２名１組（大人＋小児１名）22,000 円
親子 deジェットフォイル乗船体験の旅
親子２名１組（大人＋小児１名）22,000 円

直江津港発着日帰りレンタカーパック
大人14,500 円～／小児（小学生）8,700 円～
直江津港発着日帰りレンタカーパック
大人14,500 円～／小児（小学生）8,700 円～

佐渡日帰り自転車パック
大人14,000 円／小児（小学生）10,000 円
佐渡日帰り自転車パック
大人14,000 円／小児（小学生）10,000 円

佐渡日帰り小木さんぽ
大人14,000 円／小児（小学生）8,500 円
佐渡日帰り小木さんぽ
大人14,000 円／小児（小学生）8,500 円

株式会社直江津マリントラベル
（佐渡汽船直江津総合案内所）

☎025-544-1234
【営業時間 8：30～ 17：00】

祝！世界遺産に推薦決定佐渡島の金山

祝！世界遺産に推薦決定佐渡島の金山
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●ツアー名とさくちゃんニュースVol.147 を見て申し込みをしていること
●上越勤労者福祉サービスセンターの会員番号（９桁）・会員氏名・事業所名
　（家族のみの場合も会員情報は必須です）
●参加者氏名・会員との続柄

旅行会社へ
右記内容を
お伝え

旅行会社へ
右記内容を
お伝え
ください

※対象ツアーは全て日帰りです。

当選総額130万円相当
130

さくちゃんさくちゃん

〒942-0063 新潟県上越市下門前 477番地　
TEL.025-545-9055  FAX.025-545-9080
URL https://jyoufuku.zenpuku.or.jp/
E-mail sakuchan@jyoufuku.zenpuku.or.jp　

（2022.5.31発行）

公益財団法人　上越勤労者福祉サービスセンター

勤労者のための
福利厚生
情報紙Vol.147

2022.6

●このニュースの申込時に記入・入力いただいた個人情報はサービスセンター事業に関する業務以外には使用しません。
●各チケット等でセンターより発送する送料は全て無料となります。

vol.147-1vol.147-8

2022年7月5日に事務局にてランダムで事業所・会員ごとに抽選を行います。
（抽選ソフトにて）　自動抽選のため、申込は不要です。

福引対象 2022年７月１日現在で加入されている事業所・会員の方

７月中旬にホームページにて発表します。（事業所番号・会員番号のみ掲載）
事業所賞は配送業者より直接賞品をお届けします。
会員賞は事業所へ事務局より一括でお届けします。

抽選方法・時期

当選者発表
商品引換

会
員
賞

会
員
賞 200

名1,000円分

全国取扱店
共通すし券

会
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賞
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UNIQLO
ギフトカード
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賞
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QUOカード

会
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賞

会
員
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共通商品券
しまむらグループ

280
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3,000円相当
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何が当たるかわからない？
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賞
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ご加入されていない方も 7/1 までにご加入いただくと福引会の対象となります。
パートタイマー・契約社員・短期雇用者などの方もご加入いただけます。
この機会にご加入をお願いいたします。

ご入会は今が
チャンスです！

今年も
やります！

加入状況／
事業所数…842
会員数…7,038
（2022年5月20日現在）



WEBはこちらから

申込みと手続きについて

vol.147-7vol.147-2

申　込
チケット

会員番号 事業所名
支店名会員氏名

事業所住所 〒
TEL　    （　　　　）

①スターバックス カード　　　　②コメダ珈琲KOMECA　　　　③ジェフグルメカード
④うみがたり　大人前売入館券　　　　　枚（枚数は必ずご記入ください）

希望の金券に〇をしてください。（①～③は会員１人１枚または１セットまで、④は会員１人２枚まで）

さくちゃん事務局　FAX　025-545-9080

金券あっせん WEB
申込可

抽 選

①下記申込書をFAXまたは郵送いただくか、WEBより申し込みください。
②申込締切後、申込多数の場合は金券ごとに抽選を行います。
　受理の方へ7/14以降に金券と振込書を発送します。
③振込書記載の期日までに振り込みか事務局にてお支払いください。
※選外の方へ通知はしません。　※受理後のキャンセル・払い戻しはできません。
※営利を目的とした転売行為は固くお断りします。

締切日：6/30（木）10：00
受理者発送日：7/14（木）以降
※金券の納品により発送が遅れる場合もあります

（センターにて1,000円補助）

斡旋価格
1セット5,000円分を

4,000円
斡旋数

会員１人１セットのみ

計500セット

有効期限がなく、大手の外食チェーン店を中心に利用できるお食事
券です。店内食のみならず、お気に入りの加盟店の味を持ち帰り、
イエナカ外食で「おうち時間」の充実もオススメします！

すかいらーくグループ・モスバーガー・ケン
タッキーフライドチキン・焼肉屋さかい・魚
べい・吉野家・ココス・大戸屋・サーティワン
アイスクリームなど

全国共通お食事券 ジェフグルメカード

加盟店の詳細は、
公式ホームページで
ご確認ください。

https://www.jfcard.co.jp

主な加盟店
（全国約35,000店舗/約1,000ブランド）

（センターにて1,000円補助）

斡旋価格
5,000円分を

4,000円
斡旋数

会員１人１枚のみ

計500枚
※カードデザインは変更になる場合もあります

キャッシュレスで快適にスターバックスをご利用いただけるプリぺ
イドカードです。お好きな金額を繰り返し入金できます。更にWeb
登録するとスターバックス®リワードに参加できます。

近隣店舗：上越店・上越高田城址公園店・直江津店

スターバックス カード
全国のコメダ珈琲店・おかげ庵で使えるKOMECA（コメカ）。
ポイントが貯まるチャージ式プリペイドカードです。ご利用金額の
１％をポイント還元します。  一部使用できない店舗があります。

近隣店舗：上越店・上越妙高駅前店

コメダ珈琲 KOMECA（コメカ）

※上記有効期限は未使用の場合
※ポイント及び残高は、最終利用日（支払、
チャージ、ポイント合算）から２年間有効

有効期限
2024年7月10日

（センターにて1,000円補助）

斡旋価格
3,000円分を

2,300円
斡旋数

会員１人１枚のみ

計500枚

斡旋価格
大人（18才以上） 1,800円を

1,200円 （
税
込
）

斡旋数
会員１人2枚まで

計300枚

上越市立水族博物館 うみがたりの大人（18才以上）前売入館券
です。入館券１枚につき１名さま有効です。

うみがたり 前売入館券

※転売・払戻・返金不可　※除外日：貸切時・休館日
※開館時間は事前にWEBサイトをご確認ください。
※臨時休館、入館制限を行う場合がございます。事前にWEBサイトをご確認ください。

有効期限：2023年2月28日まで
（利用前に入館券を確認ください）

さくちゃん事務局よりお知らせさくちゃん事務局よりお知らせ
■ 2022年度の新事業として、結婚記念品・事業所在会２５周年の記念品の進呈が新設しました。
　詳しくは、ホームページまたはガイドブック（保存版）をご覧ください。
■ 2022年度より、第３水曜日が営業日に変わりました。（電話対応のみ）
　ただし、事務局があるワークパル上越のメンテナンス作業のため来局はできません。
■ 土・日・祝日は休業日です。補助券の受取や各種申込はできません。

●当センターは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当分の間、会員の皆様の健康と安全を考慮し、
　多くの人数が集まるイベントの開催は自粛しております。ご理解をお願いいたします。

プレゼントクイズ
2022年度の新事業
事業所在会〇〇周年記念品
〇〇に入る数字は？

Q

ハガキ・FAXの方→

WEBの方→

クイズの答え、住所、会員番号、会員氏名、ご意見・ご感想を
明記の上、事務局までご応募ください。
〒942-0063上越市下門前477番地　FAX 025-545-9080
（公財）上越勤労者福祉サービスセンター行
ホームページ内【プレゼントクイズ】より
申し込みください。

第二弾　一般財団法人上越市環境衛生公社　様
（平成９年２月７日加入）加入事業所紹介

こちらのバナーが目印 

▲

今後も当センターへご加入いただいている事業所様をご紹介していきます。

ワークパル上越 「マイ･チャレンジ講座」 受講料補助ワークパル上越 「マイ･チャレンジ講座」 受講料補助ワークパル上越 「マイ･チャレンジ講座」 受講料補助
2022年度「マイ･チャレンジ講座」を受講された会員へ補助を行います。

※空きのある講座は申込受付中です。ワークパル上越へお問い合わせください。

さくちゃん事務局に申請書がありますので直接ご来局ください。その場で現金にて補助します。
補助金額 1講座につき500円 会員のみ対象

2022年度「マイ･チャレンジ講座」を受講の会員のみ
2022年6月6日（月）～7月29日（金）平日9：00～17：00まで

補助人数 100名 先着順・定員に達し次第終了
申請方法
注意事項
受付期間

申込締切

7/15●金
賞品は発送をもって

かえさせていただきます。

正解した
方の中か

ら、

抽選で1
0名様に

粗品をプ
レゼント

応
募
方
法
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広告

ろうきんマイカーローンで生活応援ろうきんマイカーローンで生活応援

マイカーローンろうきん

インターネットから
お申込みする

インターネットから
お申込みするだけで！

ろうきんマスコットキャラクター「ロッキー」と
新潟ろうきんTVCMキャラクター「RYUTist」

保証料
0円

（保証料はろうきん負担）

ろうきんマイカーローンは
ネットカンタン仮申込は
本申込ではありませんので、
審査結果ご連絡後の
キャンセルもOK!

お気軽にご利用ください。

マイカーローン詳細および
ネットカンタン仮申込は

こちら

※ネット割以外の金利引下げ条件もございます。
　窓口でのご相談もお待ちしております。

●ご融資金額／最高1,000万円  ●ご返済期間／最長10年  ●担保／不要  ●保証／保証機関の保証（保証料はろうきん負担）
●お使いみち／自動車購入、修理、カー用品の購入、免許の取得、車検、クレジットの借換え等

商品
概要

〈通常金利〉

年2.3％
（変動金利）

※金利幅および金利適用条件・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1月1日現在

生活応援
金利 年1.6%~年1.7%年1.6%~年1.7%年1.6%~年1.7%（変動金利） （変動金利）

みんなで参加しよ
う！

ご利用中
の方も！

これから
ご利用の

方も！

詳しくは
コチラから

高田支店建替え工事に伴う仮店舗営業のご案内
高田支店では、現在、建替え工事を行っております。工事期間中、下記の仮店舗にて営業をさせて
いただきます。新店舗完成まで、皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

仮店舗概要

所 在 地 上越市本町４丁目２－１９　オージュビル １階・２階
 （１階：ＡＴＭコーナー  ２階：営業窓口・ろうきんプラザ）

駐 車 場
建物東側、本町４丁目駐車場をご利用ください。
※ご来店の方には無料対応いたしますので、駐車券をお持ちください。
　（ATMのみのご利用は30分以内となります）

高
田
駅

八十二銀行様
●

あすとぴあ高田様

イレブンプラザ様

上
越
大
通
り

儀
明
川

本町４丁目駐車場

アートホテル上越様●

仮店舗

現店舗N

EW

S

ろうきんプラザ上越（高田支店内）TEL.025-523-5454土日も
ご相談OK！

●休業日=月曜日～金曜日の祝日（振替休日含む）、5月3日～5月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。

&

7 0 周 年 の ありがとう

 

申込みと手続きについて
①下記申込書をFAXまたは郵送いただくか、WEBより申し込みください。
②各公演の申込締切後、申込多数の場合は抽選を行い、申込者全員へ結果を通知します。
③受理の方へ後日チケット・振込書を送ります。 期日までにお支払いください。
※斡旋された席を事務局で割り振ります、ご希望はお受けできませんのでご了承ください。
※受理後のキャンセル・払い戻しはできません。

※会場と各主催者側の新型コロナウイルス感染症対策に従ってください。
※営利を目的とした転売行為は固くお断りします。 さくちゃん事務局　FAX　025-545-9080

申　込
チケット

会員番号 事業所名
支店名会員氏名

事業所住所 〒
TEL　    （　　　　）

劇団四季　　　　枚 （会員１人２枚まで）　／
鼓童交流公演
（会員１人４枚まで）

一般　　　　枚
中学生以下　　　　枚

希望の公演名に○と枚数を記入してください。

公演チケット WEB
申込可

抽 選

斡 旋 数 40枚（会員1人につき2枚まで）
締　　切 6月14日（火）10：00

上越文化会館 大ホール会　　場

撮影：阿部章仁

（
税
込
）

※3歳以上有料
　2歳以下入場不可

S席
9,900円 8,900円

日　　時 8月14日（日）　開演／17：30

斡旋価格
※5歳未満入場不可

斡旋価格

斡 旋 数 40枚（会員1人につき4枚まで）
締　　切 7月15日（金）10：00

糸魚川市民会館 大ホール会　　場

鼓童交流公演
2022

日　　時 9月23日（金・祝）　開演／14：00

一般 2,000円

1,500円 （
税
込
）

中学生以下 500円

400円 （
税
込
）

有料広告

▲
WEBはこちらから

▲
WEBはこちらから



サービスセンターホームページのバナーまたは二次元コードより、
同封のチラシ記載のID・パスワードを入力し、ログインしてください。

●FAX・郵送の申込は担当者（代表）が取りまとめ不要に！ ※個人ごと（申込書ごと）の発送、支払いとなります。
●全ての申し込みが指定の住所（自宅可）へのお届けが可能に！ ※お支払いも個人ごとになります。

に加え・・・
郵送　　　FAX

申込方法が

商品や詳しい内容については、同封の【家庭常備薬等の斡旋について】のチラシをご覧ください。

家庭常備薬等の斡旋のお知らせ家庭常備薬等の斡旋のお知らせ

ホームページまたは右記二次元バーコードから
アクセスし、ログイン。

ID・パスワードはチラシをご確認ください

NEW!!NEW!!

▲
申込はこちら

毎回好評の
家庭常備薬

斡旋が

リニューア
ル!!

が対応
可能に！

WEB申込のメリット
 ・ クレジットカード対応!
 ・ 配達が早くなる!

WEB
申込

③2箱セット 1,600円
※1箱50枚入り　個包装ではありません
ふつうサイズ（約175㎜×約95㎜）

▲WE
B
は

こ
ち
ら
か
ら

▲WE
B
は

こ
ち
ら
か
ら

※支払後のキャンセル・変更はできません。 さくちゃん事務局　FAX　025-545-9080

②ムレ爽快18箱セット

③冷感不織布マスク

小さめサイズ　　　　　　　　セット

①ムレ爽快4箱セット 小さめサイズ　　　　　　　　セット

ふつうサイズ　　　　　　　　セット

ふつうサイズ　　　　　　　　セット

ふつうサイズ　　　　　　　　セット

会員番号
事業所名
支店名会員氏名

お届け先
〒

TEL　    （　　　　）お届け先名：

※1箱…10枚包装×3袋 30枚入
ふつうサイズ（約175㎜×約90㎜） 小さめサイズ（約155㎜×約90㎜）

コロナウイルス感染症予防商品の取り扱い中ですコロナウイルス感染症予防商品の取り扱い中です

おうち時間を
おいしくすごそう！

おうち時間を
おいしくすごそう！

ムレ爽快マスク（日本製） 冷感不織布マスク（中国製）
エリエールでおなじみの大王製紙㈱製マスクです。 真夏の息苦しさなどを

低減できる一般保護マスクです。

申込方法

斡旋価格

申込締切：7月29日10：00まで
●下記の申込書よりFAXまたは郵送いただくか、WEBより申し込みください。
●事務局受付後、お届け先へ振込書を送ります。振込書記載の期日までにお支払いください。
●支払確認後、業者に発注を行い、商品を発送します。（業者が別のため個々の発送となります。）

①4箱セット 3,300円
②18箱セット 14,500円

1注文につき
3セットまで

※税込・送料込み

1注文につき
3セットまで

※税込・送料込み

期間
限定

ホームページにて、LION㈱製アルコール消毒剤を販売中!

おお取取りり
寄寄せせ

企企画画

全国規模で展開している（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（全福センター）が、
全福センター加盟団体の会員向けに開設したショッピングモールより厳選の企画を斡旋します。
下記の二次元コード、またはセンターホームページのバナーより申し込みください。（下記のパス
ワードが必要です。）

共通パスワード：2022
斡旋個数：１会員につき５セットまで
発送先：ご自宅などご希望の住所へお届け
斡旋価格は全て税込・送料無料です。
※天候や在庫数により販売を終了する場合があります、お早目に申し込みください。 ▲このバナーよりお進みください

限定特売！
国産うなぎ蒲焼 有頭2尾（化粧箱入り）

活きのよい厳選したうなぎを、
職人が丹精こめて作り上げたの
で、ほどよい脂がのっていて、ふ
わっととろける美味しさを味わ
えます。

斡旋価格　3,700円（通常価格 5,980円）
内容量：250g前後（有頭2尾入り）
発送目安：入金確認後２～３日　冷凍便にてお届け

名人が作った果実の王様
静岡県産クラウンメロン マスクメロン

伝統が生んだまろやかな気品マ
スクメロンのトップブランド！
味の良い品種のみを栽培してい
るので内容不良なし。厳格な内
容検査を行っているので安心。

斡旋価格　4,200円（通常価格 5,060円）
内容量：１玉約1.4㎏（大玉）　化粧箱入り
発送時期：到着日が指定できます。
　　　　 希望日の１週間前までにご注文ください。

トロピカルフルーツの女王・訳ありでお買い得！
宮崎県産 完熟アップルマンゴー約1.0kg

宮崎産は樹で100％完熟させて
いるのでうまさが違います。甘さ
が濃厚で豊富な果汁と、とろける
ような食感があります。
外観の変形・キズ・黒みなどがあ
る訳あり商品です。

斡旋価格　4,430円（通常価格 5,130円）
1箱　約1.0kg：2～8玉（大玉・小玉が混ざります）
発送時期：6月中旬ごろから順次発送（予定）

和歌山県桃山町産
あら川の桃 もも 2kg（化粧箱入り）

桃づくり390年の伝統と最
適な砂質土壌が生んだ名品
です。
一つ一つ吟味し化学肥料は
一切使用していません。
贈答品にもご利用ください。

斡旋価格　4,680円（通常価格 5,790円）
1箱　約2kg：5～10玉（大きさにより玉数が変わります）
発送時期：７月中旬ごろから順次発送予定
※販売期間中に白鳳から白桃へ入れ替わります。

天然真鯵使用！
真鯵たたき10人前セット

国産の天然真鯵を１人前パック
に加工しました。解凍してその
まま召し上がれます。
専用のごまだれと刻みのりも付
いてとても便利です。
いつでもお刺身が味わえます。

斡旋価格　3,480円（通常価格 3,980円）
内容量：１人前（あじ60ｇ、たれ、薬味入り）×10袋
発送目安：入金確認後2～３日　冷凍便にてお届け

関西でしか味わえなかったこの味を全国の皆様に
サワラ味噌漬１０切れセット

大阪の一流デパートでしか取り
扱いされていない原料、味噌、製
法、全てにこだわった最高級手
作りのサワラ味噌漬です。

斡旋価格　4,200円（通常価格 5,000円）
１箱　約110ｇ～120ｇ×10切れ
発送時期：到着日が指定できます。冷蔵便にてお届け
　　　　　希望日の１週間前までにご注文ください。

NEWNEW

vol.147-5vol.147-4



サービスセンターホームページのバナーまたは二次元コードより、
同封のチラシ記載のID・パスワードを入力し、ログインしてください。

●FAX・郵送の申込は担当者（代表）が取りまとめ不要に！ ※個人ごと（申込書ごと）の発送、支払いとなります。
●全ての申し込みが指定の住所（自宅可）へのお届けが可能に！ ※お支払いも個人ごとになります。

に加え・・・
郵送　　　FAX

申込方法が

商品や詳しい内容については、同封の【家庭常備薬等の斡旋について】のチラシをご覧ください。

家庭常備薬等の斡旋のお知らせ家庭常備薬等の斡旋のお知らせ

ホームページまたは右記二次元バーコードから
アクセスし、ログイン。

ID・パスワードはチラシをご確認ください

NEW!!NEW!!

▲
申込はこちら

毎回好評の
家庭常備薬

斡旋が

リニューア
ル!!

が対応
可能に！

WEB申込のメリット
 ・ クレジットカード対応!
 ・ 配達が早くなる!

WEB
申込

③2箱セット 1,600円
※1箱50枚入り　個包装ではありません
ふつうサイズ（約175㎜×約95㎜）

▲WE
B
は

こ
ち
ら
か
ら

▲WE
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こ
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ら

※支払後のキャンセル・変更はできません。 さくちゃん事務局　FAX　025-545-9080

②ムレ爽快18箱セット

③冷感不織布マスク

小さめサイズ　　　　　　　　セット

①ムレ爽快4箱セット 小さめサイズ　　　　　　　　セット

ふつうサイズ　　　　　　　　セット

ふつうサイズ　　　　　　　　セット

ふつうサイズ　　　　　　　　セット

会員番号
事業所名
支店名会員氏名

お届け先
〒

TEL　    （　　　　）お届け先名：

※1箱…10枚包装×3袋 30枚入
ふつうサイズ（約175㎜×約90㎜） 小さめサイズ（約155㎜×約90㎜）

コロナウイルス感染症予防商品の取り扱い中ですコロナウイルス感染症予防商品の取り扱い中です

おうち時間を
おいしくすごそう！

おうち時間を
おいしくすごそう！

ムレ爽快マスク（日本製） 冷感不織布マスク（中国製）
エリエールでおなじみの大王製紙㈱製マスクです。 真夏の息苦しさなどを

低減できる一般保護マスクです。

申込方法

斡旋価格

申込締切：7月29日10：00まで
●下記の申込書よりFAXまたは郵送いただくか、WEBより申し込みください。
●事務局受付後、お届け先へ振込書を送ります。振込書記載の期日までにお支払いください。
●支払確認後、業者に発注を行い、商品を発送します。（業者が別のため個々の発送となります。）

①4箱セット 3,300円
②18箱セット 14,500円

1注文につき
3セットまで

※税込・送料込み

1注文につき
3セットまで

※税込・送料込み

期間
限定

ホームページにて、LION㈱製アルコール消毒剤を販売中!

おお取取りり
寄寄せせ

企企画画

全国規模で展開している（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（全福センター）が、
全福センター加盟団体の会員向けに開設したショッピングモールより厳選の企画を斡旋します。
下記の二次元コード、またはセンターホームページのバナーより申し込みください。（下記のパス
ワードが必要です。）

共通パスワード：2022
斡旋個数：１会員につき５セットまで
発送先：ご自宅などご希望の住所へお届け
斡旋価格は全て税込・送料無料です。
※天候や在庫数により販売を終了する場合があります、お早目に申し込みください。 ▲このバナーよりお進みください

限定特売！
国産うなぎ蒲焼 有頭2尾（化粧箱入り）

活きのよい厳選したうなぎを、
職人が丹精こめて作り上げたの
で、ほどよい脂がのっていて、ふ
わっととろける美味しさを味わ
えます。

斡旋価格　3,700円（通常価格 5,980円）
内容量：250g前後（有頭2尾入り）
発送目安：入金確認後２～３日　冷凍便にてお届け

名人が作った果実の王様
静岡県産クラウンメロン マスクメロン

伝統が生んだまろやかな気品マ
スクメロンのトップブランド！
味の良い品種のみを栽培してい
るので内容不良なし。厳格な内
容検査を行っているので安心。

斡旋価格　4,200円（通常価格 5,060円）
内容量：１玉約1.4㎏（大玉）　化粧箱入り
発送時期：到着日が指定できます。
　　　　 希望日の１週間前までにご注文ください。

トロピカルフルーツの女王・訳ありでお買い得！
宮崎県産 完熟アップルマンゴー約1.0kg

宮崎産は樹で100％完熟させて
いるのでうまさが違います。甘さ
が濃厚で豊富な果汁と、とろける
ような食感があります。
外観の変形・キズ・黒みなどがあ
る訳あり商品です。

斡旋価格　4,430円（通常価格 5,130円）
1箱　約1.0kg：2～8玉（大玉・小玉が混ざります）
発送時期：6月中旬ごろから順次発送（予定）

和歌山県桃山町産
あら川の桃 もも 2kg（化粧箱入り）

桃づくり390年の伝統と最
適な砂質土壌が生んだ名品
です。
一つ一つ吟味し化学肥料は
一切使用していません。
贈答品にもご利用ください。

斡旋価格　4,680円（通常価格 5,790円）
1箱　約2kg：5～10玉（大きさにより玉数が変わります）
発送時期：７月中旬ごろから順次発送予定
※販売期間中に白鳳から白桃へ入れ替わります。

天然真鯵使用！
真鯵たたき10人前セット

国産の天然真鯵を１人前パック
に加工しました。解凍してその
まま召し上がれます。
専用のごまだれと刻みのりも付
いてとても便利です。
いつでもお刺身が味わえます。

斡旋価格　3,480円（通常価格 3,980円）
内容量：１人前（あじ60ｇ、たれ、薬味入り）×10袋
発送目安：入金確認後2～３日　冷凍便にてお届け

関西でしか味わえなかったこの味を全国の皆様に
サワラ味噌漬１０切れセット

大阪の一流デパートでしか取り
扱いされていない原料、味噌、製
法、全てにこだわった最高級手
作りのサワラ味噌漬です。

斡旋価格　4,200円（通常価格 5,000円）
１箱　約110ｇ～120ｇ×10切れ
発送時期：到着日が指定できます。冷蔵便にてお届け
　　　　　希望日の１週間前までにご注文ください。

NEWNEW

vol.147-5vol.147-4



vol.147-6 vol.147-3

広告

ろうきんマイカーローンで生活応援ろうきんマイカーローンで生活応援

マイカーローンろうきん

インターネットから
お申込みする

インターネットから
お申込みするだけで！

ろうきんマスコットキャラクター「ロッキー」と
新潟ろうきんTVCMキャラクター「RYUTist」

保証料
0円

（保証料はろうきん負担）

ろうきんマイカーローンは
ネットカンタン仮申込は
本申込ではありませんので、
審査結果ご連絡後の
キャンセルもOK!

お気軽にご利用ください。

マイカーローン詳細および
ネットカンタン仮申込は

こちら

※ネット割以外の金利引下げ条件もございます。
　窓口でのご相談もお待ちしております。

●ご融資金額／最高1,000万円  ●ご返済期間／最長10年  ●担保／不要  ●保証／保証機関の保証（保証料はろうきん負担）
●お使いみち／自動車購入、修理、カー用品の購入、免許の取得、車検、クレジットの借換え等

商品
概要

〈通常金利〉

年2.3％
（変動金利）

※金利幅および金利適用条件・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1月1日現在

生活応援
金利 年1.6%~年1.7%年1.6%~年1.7%年1.6%~年1.7%（変動金利） （変動金利）

みんなで参加しよ
う！

ご利用中
の方も！

これから
ご利用の

方も！

詳しくは
コチラから

高田支店建替え工事に伴う仮店舗営業のご案内
高田支店では、現在、建替え工事を行っております。工事期間中、下記の仮店舗にて営業をさせて
いただきます。新店舗完成まで、皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

仮店舗概要

所 在 地 上越市本町４丁目２－１９　オージュビル １階・２階
 （１階：ＡＴＭコーナー  ２階：営業窓口・ろうきんプラザ）

駐 車 場
建物東側、本町４丁目駐車場をご利用ください。
※ご来店の方には無料対応いたしますので、駐車券をお持ちください。
　（ATMのみのご利用は30分以内となります）

高
田
駅

八十二銀行様
●

あすとぴあ高田様

イレブンプラザ様

上
越
大
通
り

儀
明
川

本町４丁目駐車場

アートホテル上越様●

仮店舗

現店舗N

EW

S

ろうきんプラザ上越（高田支店内）TEL.025-523-5454土日も
ご相談OK！

●休業日=月曜日～金曜日の祝日（振替休日含む）、5月3日～5月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。

&

7 0 周 年 の ありがとう

 

申込みと手続きについて
①下記申込書をFAXまたは郵送いただくか、WEBより申し込みください。
②各公演の申込締切後、申込多数の場合は抽選を行い、申込者全員へ結果を通知します。
③受理の方へ後日チケット・振込書を送ります。 期日までにお支払いください。
※斡旋された席を事務局で割り振ります、ご希望はお受けできませんのでご了承ください。
※受理後のキャンセル・払い戻しはできません。

※会場と各主催者側の新型コロナウイルス感染症対策に従ってください。
※営利を目的とした転売行為は固くお断りします。 さくちゃん事務局　FAX　025-545-9080

申　込
チケット

会員番号 事業所名
支店名会員氏名

事業所住所 〒
TEL　    （　　　　）

劇団四季　　　　枚 （会員１人２枚まで）　／
鼓童交流公演
（会員１人４枚まで）

一般　　　　枚
中学生以下　　　　枚

希望の公演名に○と枚数を記入してください。

公演チケット WEB
申込可

抽 選

斡 旋 数 40枚（会員1人につき2枚まで）
締　　切 6月14日（火）10：00

上越文化会館 大ホール会　　場

撮影：阿部章仁

（
税
込
）

※3歳以上有料
　2歳以下入場不可

S席
9,900円 8,900円

日　　時 8月14日（日）　開演／17：30

斡旋価格
※5歳未満入場不可

斡旋価格

斡 旋 数 40枚（会員1人につき4枚まで）
締　　切 7月15日（金）10：00

糸魚川市民会館 大ホール会　　場

鼓童交流公演
2022

日　　時 9月23日（金・祝）　開演／14：00

一般 2,000円

1,500円 （
税
込
）

中学生以下 500円

400円 （
税
込
）

有料広告

▲
WEBはこちらから

▲
WEBはこちらから



WEBはこちらから

申込みと手続きについて

vol.147-7vol.147-2

申　込
チケット

会員番号 事業所名
支店名会員氏名

事業所住所 〒
TEL　    （　　　　）

①スターバックス カード　　　　②コメダ珈琲KOMECA　　　　③ジェフグルメカード
④うみがたり　大人前売入館券　　　　　枚（枚数は必ずご記入ください）

希望の金券に〇をしてください。（①～③は会員１人１枚または１セットまで、④は会員１人２枚まで）

さくちゃん事務局　FAX　025-545-9080

金券あっせん WEB
申込可

抽 選

①下記申込書をFAXまたは郵送いただくか、WEBより申し込みください。
②申込締切後、申込多数の場合は金券ごとに抽選を行います。
　受理の方へ7/14以降に金券と振込書を発送します。
③振込書記載の期日までに振り込みか事務局にてお支払いください。
※選外の方へ通知はしません。　※受理後のキャンセル・払い戻しはできません。
※営利を目的とした転売行為は固くお断りします。

締切日：6/30（木）10：00
受理者発送日：7/14（木）以降
※金券の納品により発送が遅れる場合もあります

（センターにて1,000円補助）

斡旋価格
1セット5,000円分を

4,000円
斡旋数

会員１人１セットのみ

計500セット

有効期限がなく、大手の外食チェーン店を中心に利用できるお食事
券です。店内食のみならず、お気に入りの加盟店の味を持ち帰り、
イエナカ外食で「おうち時間」の充実もオススメします！

すかいらーくグループ・モスバーガー・ケン
タッキーフライドチキン・焼肉屋さかい・魚
べい・吉野家・ココス・大戸屋・サーティワン
アイスクリームなど

全国共通お食事券 ジェフグルメカード

加盟店の詳細は、
公式ホームページで
ご確認ください。

https://www.jfcard.co.jp

主な加盟店
（全国約35,000店舗/約1,000ブランド）

（センターにて1,000円補助）

斡旋価格
5,000円分を

4,000円
斡旋数

会員１人１枚のみ

計500枚
※カードデザインは変更になる場合もあります

キャッシュレスで快適にスターバックスをご利用いただけるプリぺ
イドカードです。お好きな金額を繰り返し入金できます。更にWeb
登録するとスターバックス®リワードに参加できます。

近隣店舗：上越店・上越高田城址公園店・直江津店

スターバックス カード
全国のコメダ珈琲店・おかげ庵で使えるKOMECA（コメカ）。
ポイントが貯まるチャージ式プリペイドカードです。ご利用金額の
１％をポイント還元します。  一部使用できない店舗があります。

近隣店舗：上越店・上越妙高駅前店

コメダ珈琲 KOMECA（コメカ）

※上記有効期限は未使用の場合
※ポイント及び残高は、最終利用日（支払、
チャージ、ポイント合算）から２年間有効

有効期限
2024年7月10日

（センターにて1,000円補助）

斡旋価格
3,000円分を

2,300円
斡旋数

会員１人１枚のみ

計500枚

斡旋価格
大人（18才以上） 1,800円を

1,200円 （
税
込
）

斡旋数
会員１人2枚まで

計300枚

上越市立水族博物館 うみがたりの大人（18才以上）前売入館券
です。入館券１枚につき１名さま有効です。

うみがたり 前売入館券

※転売・払戻・返金不可　※除外日：貸切時・休館日
※開館時間は事前にWEBサイトをご確認ください。
※臨時休館、入館制限を行う場合がございます。事前にWEBサイトをご確認ください。

有効期限：2023年2月28日まで
（利用前に入館券を確認ください）

さくちゃん事務局よりお知らせさくちゃん事務局よりお知らせ
■ 2022年度の新事業として、結婚記念品・事業所在会２５周年の記念品の進呈が新設しました。
　詳しくは、ホームページまたはガイドブック（保存版）をご覧ください。
■ 2022年度より、第３水曜日が営業日に変わりました。（電話対応のみ）
　ただし、事務局があるワークパル上越のメンテナンス作業のため来局はできません。
■ 土・日・祝日は休業日です。補助券の受取や各種申込はできません。

●当センターは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当分の間、会員の皆様の健康と安全を考慮し、
　多くの人数が集まるイベントの開催は自粛しております。ご理解をお願いいたします。

プレゼントクイズ
2022年度の新事業
事業所在会〇〇周年記念品
〇〇に入る数字は？

Q

ハガキ・FAXの方→

WEBの方→

クイズの答え、住所、会員番号、会員氏名、ご意見・ご感想を
明記の上、事務局までご応募ください。
〒942-0063上越市下門前477番地　FAX 025-545-9080
（公財）上越勤労者福祉サービスセンター行
ホームページ内【プレゼントクイズ】より
申し込みください。

第二弾　一般財団法人上越市環境衛生公社　様
（平成９年２月７日加入）加入事業所紹介

こちらのバナーが目印 

▲

今後も当センターへご加入いただいている事業所様をご紹介していきます。

ワークパル上越 「マイ･チャレンジ講座」 受講料補助ワークパル上越 「マイ･チャレンジ講座」 受講料補助ワークパル上越 「マイ･チャレンジ講座」 受講料補助
2022年度「マイ･チャレンジ講座」を受講された会員へ補助を行います。

※空きのある講座は申込受付中です。ワークパル上越へお問い合わせください。

さくちゃん事務局に申請書がありますので直接ご来局ください。その場で現金にて補助します。
補助金額 1講座につき500円 会員のみ対象

2022年度「マイ･チャレンジ講座」を受講の会員のみ
2022年6月6日（月）～7月29日（金）平日9：00～17：00まで

補助人数 100名 先着順・定員に達し次第終了
申請方法
注意事項
受付期間

申込締切

7/15●金
賞品は発送をもって

かえさせていただきます。

正解した
方の中か

ら、

抽選で1
0名様に

粗品をプ
レゼント

応
募
方
法



佐渡の旅・特別価格対象ツアー佐渡の旅・特別価格対象ツアー佐渡の旅・特別価格
今年は世界遺産を先取り!!今年は世界遺産を先取り!!世界遺産

センター独自の企画ツアーではなく、旅行企画実施会社が募集している企画を一般料金より
センターが補助して特別価格にて利用できます。直接申し込むため、手続きが簡単です！

補助金額：ツアー代金より 1,000 円補助（１人１ツアーにつき）＋さくちゃん補助券の併用可
　　　　　さらに！会員証提示で、佐渡島内で利用できるマル得クーポンプレゼント（佐渡汽船直江津総合案内所のみ）

各ツアーの日程や詳細はホームページをご確認ください。

https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/
※インターネットからの申込は、ツアー補助や特典の対象外です。

【受託販売】新潟県知事登録旅行業 第 2-171 号
株式会社直江津マリントラベル（佐渡汽船直江津総合案内所）
025-544-1234 営業時間 8：30～ 17：00
国内旅行業務取扱管理者　八子智英
【旅行企画実施】新潟県知事登録旅行業 第 2-167 号
（一社）全国旅行業協会会員 
佐渡汽船株式会社 〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代 9-1

※天候や最小遂行人員に満たないときは催行中止となる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症対策として、佐渡汽船ではお客様と従業員の安心・安全を守るため、努めています。詳しくはHPをご覧ください。

利用方法：ツアーを申し込みまたは支払いをする際に会員証の提示をしてください
特　　典：佐渡汽船直江津総合案内所で取り扱う企画実施旅行商品（ツアー）を利用時に
　　　　　佐渡島内で利用できるマル得クーポン発行
　　　　　宿泊／ 1,000 円分（250円×4枚）　　日帰り／ 500円分（250円×2枚）
利用資格：会員と家族
※上記【特別価格対象ツアー】以外のツアーにも利用できます
※さくちゃん補助券併用可

割引協力サービス指定店のお知らせ 佐渡汽船直江津総合案内所

佐渡を旅する

ジェットフォイルで行く黄金の佐渡島
大人14,800 円／小児（小学生）10,500 円
ジェットフォイルで行く黄金の佐渡島
大人14,800 円／小児（小学生）10,500 円

親子 deジェットフォイル乗船体験の旅
親子２名１組（大人＋小児１名）22,000 円
親子 deジェットフォイル乗船体験の旅
親子２名１組（大人＋小児１名）22,000 円

直江津港発着日帰りレンタカーパック
大人14,500 円～／小児（小学生）8,700 円～
直江津港発着日帰りレンタカーパック
大人14,500 円～／小児（小学生）8,700 円～

佐渡日帰り自転車パック
大人14,000 円／小児（小学生）10,000 円
佐渡日帰り自転車パック
大人14,000 円／小児（小学生）10,000 円

佐渡日帰り小木さんぽ
大人14,000 円／小児（小学生）8,500 円
佐渡日帰り小木さんぽ
大人14,000 円／小児（小学生）8,500 円

株式会社直江津マリントラベル
（佐渡汽船直江津総合案内所）

☎025-544-1234
【営業時間 8：30～ 17：00】

祝！世界遺産に推薦決定佐渡島の金山

祝！世界遺産に推薦決定佐渡島の金山

大人

気
！

あか
ね

ソ
フ
ト

北沢
浮遊選鉱場

北沢
浮遊選鉱場

ジェットフォイル
ぎんが

ジェットフォイル
ぎんが

●ツアー名とさくちゃんニュースVol.147 を見て申し込みをしていること
●上越勤労者福祉サービスセンターの会員番号（９桁）・会員氏名・事業所名
　（家族のみの場合も会員情報は必須です）
●参加者氏名・会員との続柄

旅行会社へ
右記内容を
お伝え

旅行会社へ
右記内容を
お伝え
ください

※対象ツアーは全て日帰りです。

当選総額130万円相当
130

さくちゃんさくちゃん

〒942-0063 新潟県上越市下門前 477番地　
TEL.025-545-9055  FAX.025-545-9080
URL https://jyoufuku.zenpuku.or.jp/
E-mail sakuchan@jyoufuku.zenpuku.or.jp　

（2022.5.31発行）

公益財団法人　上越勤労者福祉サービスセンター

勤労者のための
福利厚生
情報紙Vol.147

2022.6

●このニュースの申込時に記入・入力いただいた個人情報はサービスセンター事業に関する業務以外には使用しません。
●各チケット等でセンターより発送する送料は全て無料となります。

vol.147-1vol.147-8

2022年7月5日に事務局にてランダムで事業所・会員ごとに抽選を行います。
（抽選ソフトにて）　自動抽選のため、申込は不要です。

福引対象 2022年７月１日現在で加入されている事業所・会員の方

７月中旬にホームページにて発表します。（事業所番号・会員番号のみ掲載）
事業所賞は配送業者より直接賞品をお届けします。
会員賞は事業所へ事務局より一括でお届けします。

抽選方法・時期

当選者発表
商品引換

会
員
賞

会
員
賞 200

名1,000円分

全国取扱店
共通すし券

会
員
賞

会
員
賞 30名3,000円分

UNIQLO
ギフトカード

会
員
賞

会
員
賞

100
名 500円分
QUOカード

会
員
賞

会
員
賞55名 2,000円分

共通商品券
しまむらグループ

280
本

3,000円相当
商品

何が当たるかわからない？
NEW!NEW!
事
業
所
賞

事
業
所
賞

当選数

全６６５
本

６６５

ご加入されていない方も 7/1 までにご加入いただくと福引会の対象となります。
パートタイマー・契約社員・短期雇用者などの方もご加入いただけます。
この機会にご加入をお願いいたします。

ご入会は今が
チャンスです！

今年も
やります！

加入状況／
事業所数…842
会員数…7,038
（2022年5月20日現在）


