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夏季グルメチケット
7月12日（水）から 先着順 で予約受付開始！２～３ページをご覧ください。

職場のお仲間やご家族と、夏のグルメをお楽しみください！ （写真はすべてイメージです）

中野サンプラザA

車屋本店C

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーB

東京ドームホテルD



夏季グルメチケット

先着順：7月12日（水）から受付、19日（水）から引換
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利 用 対 象

あっせん数

そ の 他

会員とその同居家族

１会員　全レストラン合わせて４枚まで（あっせん総数650枚）

料金は、すべて税・サービス料込みです。Nカード割引の併用はできません。

東京ドームホテルの利用期間は７月19日（水）～12月31日（日）です。

予約受付
７月12日（水）から
電話と窓口で受け付けます。
あっせん数に達した時点で終
了します。
申し込み後の変更・キャンセ
ルはできません。

引換期間
７月19日（水）～
 ８月18日（金）
期間内に予約した券をご購入
ください。
購入後の払い戻しはできませ
ん。

夏季グルメチケット
利用方法（Ａ・Ｂ・C・Ｄ 共通）

【予約先】　電話03-3388-1160　所在地：中野区中野4-1-1

利用時間 区分 あっせん料金
（一般料金） 内　容

月～土曜日
　午後6時
 ～午後9時
日・祝日
　午後5時30分～
 午後9時
8/11～8/16
　午後5時
 ～午後9時
※2時間制

大人
（中学生以上）

3,700円
（前売り5,000円）
（当日6,000円）

特製和洋折衷バイキング
（ローストビーフカッティン
グ、洋食、和食、天婦羅・寿司、
デザートなど）
フリードリンク（生ビールほ
か30種類以上のお飲み物）
別途有料もあり

※駐車料金は２時間まで無料です。
※毎週日曜日はテーブルマジックショーが開催されます。
※ ８月２日（水）、29日（火）はスペシャルイベント“マグロの解体ショー”が開催されます。 （写真はイメージです）

中野サンプラザ　「サマービアバイキング2017」A

利用期間（東京ドームホテルは除く）
７月19日（水）～
 ９月９日（土）
必ず各施設にご予約ください。
予約の際は中野区勤労者サービ
スセンターの会員で食事券を利
用することをお伝えください。

※駐車料金は２時間まで無料です。

【予約先】　電話03-5354-2177　所在地：渋谷区代々木2-2-1

利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

午前11時30分～午後3時
※2時間制

3,000円
（4,000円）

トライベックスランチ
前菜・魚料理・肉料理・サラ
ダバー・デザート・パン・コー
ヒーまたは紅茶

（写真はイメージです）

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー　レストラン「トライベックス」B



夏季グルメチケット
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【予約先】　電話03-3232-0301　所在地：新宿区歌舞伎町2-37-1

利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

【昼のみ】
　午前11時30分
　　～午後2時30分
　　（ラストオーダー）
※食事は午後3時30分まで

2,600円
（3,996円）

和食
先附・お造り・焼物八寸・合肴・煮物・
お食事・甘味　※ワンドリンク付
西洋割烹
プチ前菜4点盛・スープ ･メイン ･デ
ザート・コーヒー　※ワンドリンク付

【昼】午前11時30分
　　 　～午後2時30分
　　 　（ラストオーダー）
※食事は午後3時30分まで
【夜】午後5時～午後8時
　　 （ラストオーダー）
※食事は午後10時まで

4,500円
（6,890円）

和食
先附・お椀・お造り・焼物八寸・強肴・
煮物・お食事・甘味　※ワンドリンク付
西洋割烹
前菜３品・スープ ･メイン（肉または
魚）･食事・デザート・コーヒー　
※ワンドリンク付

※予約時に１階「日本料理」または地下１階「西洋割烹」をお選びください。
※ワンドリンクは、グラスビール・日本酒・焼酎・ワイン・ウイスキー・梅酒・ソフトドリンクからお選びください。

（写真はイメージです）

新宿　日本料理車屋本店／西洋割烹車屋C

【予約先】　店舗により異なります（下記参照）　所在地：文京区後楽1-3-61

レストラン名・予約先 利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

スーパーダイニング「リラッサ」
（ホテル3階）
予約先：03-5805-2277

午前11時30分～午後3時
（ラストイン午後2時30分）
※90分制

2,100円
（3,000円相当）

洋・中・和ブッフェ
ドリンクバー付
※季節によりメニュー内容が変わります。

サウンドステージ&ダイニング
「アーティスト カフェ」
（ホテル43階）
予約先：03-5805-2243

【平日】
午前11時30分～午後2時30分
（ラストイン午後2時）
【土 ･日・祝日】
午前11時～午後3時
（ラストイン午後2時30分）
※土 ･日 ･祝日は90分制

メインディッシュ1品＋ブッフェ
（前菜 ･サラダ ･ドルチェ）
コーヒー ･紅茶付
※季節によりメニュー内容が変わります。

中国料理「後楽園飯店」
（後楽園ホールビル2階）
予約先：03-3817-6134

午前11時30分～午後2時
（ラストオーダー午後2時）

セットメニュー
前菜 ･料理２品・点心・ご飯・スープ ･
デザート ･コーヒー

スパニッシュ ･イタリアン「バルコ」
（ミーツポート2階）
予約先：03-5805-3167

午前11時～午後3時
（ラストオーダー午後2時30分）

セットメニュー
前菜 ･サラダ ･スープ ･メイン ･デザー
ト ･コーヒーまたは紅茶

※利用期間：7月19日（水）～12月31日（日）
※ 駐車料金は「リラッサ」「アーティスト カフェ」「後楽園飯店」は2時間無料、「バルコ」は1時間無料です（駐車券をキャッシャー
にご提示ください）。

東京ドームホテル　レストラン ランチご利用券D

２店舗共通の
チケットです

４店舗共通の
チケットです

（写真はイメージです）



都内共通入浴券をあっせんします！ 抽　選

都内共通入浴券／申込方法

申込方法
窓口 か 郵政はがき または インターネット での受付となります。 
お電話、FAXでの受付は行いません。

応 募 締 切  ７月20日（木）まで 
 ※窓口、インターネットは午後5時、はがきは当日必着。

引換え期間  8月1日（火）～8月25日（金）
 期間内に必ずお引換えをお願いします。
引換えについて  ①当選した方のみはがきで通知します。
 ②引換え期間内に当選はがきをご持参のうえ、
 　窓口にてご購入ください。

※当選者のみの通知となります。ご了承ください。　
※応募締切後のキャンセルはできません。
※代引き郵送をご希望の場合は、お電話でお申込みください。

◆ あっせん内容 都内共通入浴券　（大人460円券）10枚つづり　※大人料金は12歳以上
 有効期限：平成30年6月30日（土）
◆ あっせん料金 1冊　3,700円（一般料金　4,300円）
◆ あっせん数 1会員5冊まで　（あっせん総数520冊）

　「都内共通入浴券（大人券）」をあっせんします！
　東京都公衆浴場業生活衛生同業組合に加入している都内の銭湯およそ600軒でご利用可能です。

● 当選通知は応募方法（窓口、はがき、
インターネット）にかかわらず、は
がきで通知します。
● 当選はがきは事業所宛に送付いたし
ます。（会報紙サービスセンターにゅ
うすが届く住所です）

当選通知について：ご注意ください

応募締切 ７月20日（木）まで
※窓口、インターネットは午後５時まで、はがきは当日必着。
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サービスセンター窓口  窓口で所定の用紙に必要事項をご記入のうえお申込みください。

は が き  はがきに下記の内容をご記入のうえお申込みください。

インターネット  １．中野区勤労者サービスセンターのウェブサイトにアクセスしてください。

 ２． 「最新チケット情報」ページにアクセスしてください。
 ３． 応募する商品の「申込む」ボタンをクリックし、お申込みフォームを入力し、応募してください。
 　　※１送信につき１名でお申込みください。複数名併記はできません。
 ４．お申込み確認の自動返信メールが届きます。
 　　※自動返信メールは当選のお知らせではありません。

http://www.nakano-kinrou.or.jp/

①都内共通入浴券
②希望数
　 （会員を複数併記した場合、
必ず各会員の希望数を明記し
てください。）

③会員番号（複数会員併記可）
④氏名
⑤連絡先電話番号

合、
し

）

! ご注意ください！次のお申込みは無効となります。
● 応募商品を複数明記している場合
●同一会員の重複したお申し込み
● お申込み内容の記載に不備がある場合
●期限を過ぎて到着した場合

送付先　〒164-0001　中野区中野2-13-14
　　　　「中野区勤労者サービスセンター」行



東京湾納涼船／28年度給付金支給結果

　東京湾の夏の風物詩、「東京湾納涼船」がこの夏もまたやってきます！！
5000ｔクラスの大型客船で東京湾をクルージングしながら、東京の夜景に乾杯！
音楽や『ゆかたダンサーズ』によるショーなど、夏のひとときをお楽しみください♪
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大人の方はゆかた姿で乗船される場合、一般料金が1,600
円となり、上記あっせん料金より割安でご利用いただけます。
注1）土・日・祝日を除く
注2）大人のみ対象
注3）甚平、作務衣は対象外
http://www.nouryousen.jp/

そ の 他  

ホームページ

会員とその同居家族
10月 9日 ( 月・祝 )まで
竹芝客船ターミナル
（下記記載の東京湾納涼船ホームページをご参照ください。）

利 用 対 象
利 用 期 間
発 着 場 所

7月12日（水）から窓口販売と電話予約を行い、あっせん総数に達した時点で受付を終
了します。
注）チケット引換え後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
・ 全日予約制です。なお、サービスセンターでお渡しする券は乗船券引換券となります。
必ず事前に乗船予約をしていただき、当日に竹芝客船ターミナルで『乗船券』へお引換
えください。

申 込 方 法

注 意 事 項

【 予約先 】　東海汽船 納涼船予約係
TEL 03-3437-6119 （受付時間 午前9時30分～午後8時）

乗船日1ヶ月前の同日より予約受付開始
※ご予約がない場合、満席等の理由で乗船できない場合があります。

先着順・7月12日（水）から

出航・帰着時間 内　　容 あっせん料金（一般料金） あっせん数

午後7時15分出航
↓

午後9時帰着

乗船料＋飲み放題
（生ビール・ワイン・各種サ
ワー・ソフトドリンク）
※ 食事、飲み放題対象外の飲み物
は別途有料。持込不可。

大人 1,900円（2,600円）
計100枚

1会員計 5枚まで中高生 800円（1,050円）

小学生 400円（   550円）

※小学生未満は大人１人に対し、1人無料。2人目からは小学生料金。

〔広告〕

ど、夏のひとひひひひとひひひひひひとひとときをおによるショ

ご予約をお忘れなく♪

　平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日）に支給した給付金の事由別給付件数
は以下のとおりでした。

合計　575件

平成28年度給付金支給結果

結婚 18件 出産 47件
銀婚 27件 小学校入学 157件
金婚 22件 中学校入学 113件
成人 45件

祝い金 429件

入院7日以上 38件
入院14日以上 26件
入院30日以上 17件
住宅災害 1件
障害見舞金 2件

見舞金 84件

会員 23件
配偶者 9件
親 28件
子 2件

死亡弔慰金 62件



プロ野球情報
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★いずれの試合も２席単位でのあっせんとなります★

　電話か窓口で７月18日（火）までにお申込みください。７月21日（金）までに当選した方へ引換日ととも
に電話でお知らせします。
☆応募者多数の場合は抽選を行います。
☆お申込みの際、昼間に連絡がとれる電話番号をお知らせください。何試合でも申し込めます。

当選の連絡を受けてからのキャンセルはできません。
☆当選者確定後、空席がある場合７月24日（月）から先着順で受付を行いますのでお問い合わせください。
☆ チケットの最新情報は、サービスセンター窓口およびインターネットのホームページでお知らせしていま
す。http://www.nakano-kinrou.or.jp/

　最新チケット情報」をご参照ください。この場合に限り、１席単位のあっせんも出来ますのでご相談ください。

申込方法

☆東京ドーム巨人戦☆ ◎指定席Ａ（金・土・日曜日の試合のみ）

☆神宮球場ヤクルト戦☆ ◎スターシート

◆あっせん料金：２席で6,400円　　★印の巨人戦は２席で9,400円
◆試合開始　無印＝午後６時　●印＝午後５時

日　程
８月

２（水） ３（木） ８（火） ９（水） 10（木）15（火）16（水）17（木）22（火）23（水）24（木）25（金）26（土）27（日）

対戦相手 ★巨　人 DeNA ★巨　人 阪　神 DeNA

日　程
９月 10月

１（金） ●２（土） ●３（日） 12（火） 13（水） 14（木） 23（土・祝） 24（日） 25（月） 30（土） １（日）

対戦相手 広　島 中　日 阪神 ★巨　人 中　日

抽 選

2017

ネット裏08段35・36番
昨シーズンと同じ席です！

★

指定席Ａ
一塁側でのご案内

東京ドーム 神宮球場
座席表 

◆あっせん料金： ２席で8,800円
◆試合開始　無印＝午後６時　▲印＝午後２時

日　程
８月

4（金） ▲5（土） ▲6（日） 18（金） ▲19（土）▲20（日） 25（金） 26（土） ▲27（日）

対戦相手 中　日 DeNA 阪　神

日　程
９月 10月

8（金） ▲9（土）▲10（日） 16（土） ▲17（日） 30（土） ▲１（日）

対戦相手 ヤクルト DeNA 阪　神



プロ野球情報／サンシャイン水族館リニューアル

7

　センターであっせんするチケット以外にも、東京ドームで開催されるすべて
の巨人公式戦チケット（指定席S・A・B・C・外野）が試合日14日前から現
地にてNカード提示で直接ご購入できますので、ぜひご利用ください！

◆購 入 方 法　試合日14日前から、東京ドームシティ　ミーツポート2F「法人サービスカウンター」に
てNカードを提示のうえ各チケットをご購入ください。

 ※クレジットカードが使用できます。
◆チケット料金　指定席S：6,200円　　　指定席A：5,400円　　　　指定席B：4,000円

指定席C：2,400円　　　外野指定席：2,200円
★ 全券種1枚につき、球場内の飲食売店・飲食移動販売でも利用できる「TDCグルメチケッ
ト（500円）」がつきます！

◆注 意 事 項　・Ｎカードの提示がない場合は購入できません。
　・チケットの購入は、１日各券種１０枚までとなります。
　・ チケットは数量限定（売切れ次第終了）ですので、下記サイ
トにて　販売状況をご確認のうえお出かけください。
【東京ドームシティ会員情報サイト】
　PC版 URL http://tdcticket.com  
　携帯版URL http://tdcticket.com/m/　
　※ インターネットでのチケット購入はできません。ご注意ください。

◆お問い合わせ　「法人サービスカウンター」　TEL：03-3817-6364
〈営業時間〉　午前10時～午後７時

東京ドーム巨人公式戦チケットは現地でも購入できます！

7月12日（水）オープン！
「サンシャイン水族館」 リニューアルと
新料金のお知らせ

　サンシャイン水族館の屋外エリア「マリンガーデン」が、より進化した“天
空のオアシス”を体感できる新エリアとしてオープンします！
　「天空のペンギン」では、都会の空をまるで海の中のように自由に泳ぎ
まわるケープペンギンの姿など、世界初の新展示方法が楽しめます。ぜひ
お出かけください！
　これに伴い入場料金が改定されるため、サービスセンターでのあっせん
料金を下記のとおり変更いたします。
※７月11日までのチケットの在庫状況についてはお問い合わせください。

■あっせん料金・あっせん数 ※点線で切り取り、「利用ガイド」P.27にお貼りください。

施　設　名 区　　分 あっせん料金 一般料金 1会員あたりの
あっせん枚数

サンシャイン水族館
03-3989-3466

大人（高校生以上） 1300円 2,200円
年度内

計６枚まで
こども（小・中学生） 700円 1,200円
幼児（4歳以上）
※料金変更ありません 400円 700円

✂（キリトリ）

✂
（
キ
リ
ト
リ
）
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◆①～⑨の申込方法 抽 選
　7月14日（金）までに電話またはサービスセンター窓口でお申込
みください。7月21日（金）までに当選した方に電話でお知らせします
（申込みの際､昼間連絡のとれる電話番号をお知らせください）｡
☆チケットの引換日は､当選連絡の際にお知らせします｡
☆チケットによっては､同一グループでも席が離れる場合があります｡
☆締切後の枚数変更 ･キャンセルはできません｡

観劇
コンサート

締　切

7
14㈮

当選連絡

7
21㈮
まで

1 岸惠子「スペシャルトークショー～夢のあとさき～」
貴重な秘蔵写真とともに、岸惠子の過去と現在、未来への声と言葉をお届けします。自分自

身を遥か遠い旅へ連れ出し、知性と大いなる勇気で困難を乗り越えてきた、ユーモアたっぷり
の冒険譯をどうぞお楽しみください。
※未就学児入場不可

 日 時 8月9日（水）　午後2時開演  会 場 なかのZEROホール 大ホール

 あっせん料金 S席  3,700円
　　　（一般料金5,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

劇団四季『アンデルセン』2
「人魚姫」や「みにくいアヒルの子」「はだかの王様」などの多くの作品を残した童話作家アン
デルセンの青春時代を、美しい音楽とクラシック・バレエが彩ります。
※子ども：3歳以上、学生：大学生・専門学校生まで（学生は当日入口で学生証を提示）
※3歳未満のお子様は膝上での観劇可能。

 日 時 8月10日（木）　午後1時30分開演  会 場 練馬文化センター
大ホール（こぶしホール）

 あっせん料金 S席おとな　　　  7,100円
　　　　　　　　　（一般料金8,640円）

S席学生・子ども 5,400円
　　　　　　　　　（一般料金6,480円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数15枚）

志村魂「先づ健康」3
［1幕］1場　『バカ殿様』
［1幕］2場　コントライブ
［2幕］1場　志村けん三味線独奏　指導：上妻宏光
［2幕］2場　『先づ健康』－松竹新喜劇より－　原作：茂林寺文福　潤色：ラサール石井／協力：松竹新喜劇

 日 時 8月14日（月）　午後1時開演  会 場 明治座

 あっせん料金 S席（1･2階席）  6,300円
　　　　　　　 　（一般料金8,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

4 WAHAHA本舗全体公演 ラスト3 ～最終伝説～ 東京凱旋公演
ワハハヂカラで、舞います・魅せます・酔わせます！本当に最後のWAHAHA本舗の全体公演。
【構成・演出】喰始
【出演】久本雅美、柴田理恵、佐藤正宏、梅垣義明、すずまさ、なんきん、大久保ノブオ　ほか
※未就学児入場不可

 日 時 8月24日（木）　午後6時開演  会 場 中野サンプラザホール

 あっせん料金 S席  6,200円
　　　（一般料金8,800円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）
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5 キラキラ☆プリキュアアラモード ドリームステージ
子どもたちに大人気の「キラキラ☆プリキュアアラモード」がみんなで楽しめる、歌とダ

ンスいっぱいのステージに登場します！
※3歳以上有料（3歳未満のお子様は膝上での観劇可能）

 日 時 8月26日（土）　午後2時開演  会 場 新宿文化センター 大ホール

 あっせん料金 S席  2,100円（一般料金3,000円） あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数15枚）
©ABC-A・東映アニメーション

6 ミュージカル「ビリー・エリオット ～リトル・ダンサー～」
演劇の聖地、ロンドン・ウエストエンドで11年に渡りロングラン公演を

続けてきた記録的大ヒットミュージカル。
【出演】吉田鋼太郎、島田歌穂、根岸季衣、中河内雅貴、大貫勇輔 ほか
※4歳以上観劇可 (チケットが必要になります )　※膝上観劇不可

 日 時 8月30日（水）　午後1時30分開演  会 場 TBS赤坂
ACTシアター

 あっせん料金 S席  9,500円
　　　（一般料金13,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

 日 時 9月9日（土）　午後1時開演  会 場 東急シアターオーブ

 あっせん料金 S席  9,600円
　　　（一般料金13,000円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

7 ブロードウェイミュージカル「ファインディング・ネバーランド」
世界中で愛される名作「ピーターパン」誕生には感動の実話があった…！
ジョニー・デップ主演映画を基にしたイマジネーション溢れる感動作が、早く

も初来日を果たす！！

ミッドナイト・イン・バリ～史上最悪の結婚前夜～
NHK連続テレビ小説「ひよっこ」の脚本家岡田惠和が描く、

丁々発止のハイスピード毒舌ラブコメディ！
※アカデミー賞に輝くウディ・アレンの傑作映画とは関係あ

りません。
【出演】栗山千明、溝端淳平、浅田美代子、中村雅俊

 日 時 9月15日（金）　午後7時開演  会 場 日比谷シアタークリエ

 あっせん料金 全席指定  7,200円（一般料金9,200円）
 ※お土産付き

 あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数10枚）

8

©宝塚歌劇団
photo by Leslie Kee

宝塚月組公演
◎三井住友VISAカード シアター
浪漫活劇（アクション・ロマネスク）
『All for One』～ダルタニアンと太陽王～
【主演】珠城 りょう、愛希 れいか　【脚本・演出】小池 修一郎

 日 時 9月20日（水）　午後6時30分開演  会 場 東京宝塚劇場

 あっせん料金 S席  7,300円
　　　（一般料金8,800円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数20枚）

9
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美術展
情報

◆ A～Cの申込方法
◆  7月12日（水）から電話予約とサービスセンターでの窓口販売を行います。
◆  あっせん枚数に達した時点で受付を終了します。
◆  購入後の払い戻しはできません。
◆  お申込日から３週間以内にチケットの引き取りをお願いします。難しい場合は、代引
郵便で郵送しますのでお申しつけください。

先着順：7月12日（水）から

会 期
休 館 日
開館時間

会 場
あっせん料金
あっせん数

7月15日（土）～9月24日（日）
7月18日（火）、8月22日（火）
午前10時～午後6時
※金・土曜日は午後9時まで　※入館は閉館の30分前まで
Bunkamura ザ・ミュージアム
一般1,000円（当日券1,500円）
1会員4枚まで（あっせん総数40枚）

ベルギー奇想の系譜 ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまでB
　ベルギーやその周辺地域において幻想的な世界を作り出した一連の流
れ、およそ500年にわたる「奇想」ともいえる系譜を、15・16世紀のフ
ランドル絵画から、19世紀の象徴派、そして現代のコンテンポラリー・アー
トの作品にいたるまで、国内外の優れたコレクションによって紹介します。

ヒエロニムス・ボス工房《トゥヌグダルスの幻視》
1490-1500年頃　油彩、板
ラサロ・ガルディアーノ財団　ⓒFundación Lázaro Galdiano

※各展覧会の開催日時については、変更の可能性があります。詳しくは公式ホームページ等でご確認ください。
※当センターで扱っているチケットは、直接会場であっせん料金ではお求めにはなれません。ご注意ください。

（左）フィンセント・ファン・ゴッホ
　　《郵便配達人ジョゼフ・ルーラン》
　　1888年｠ Gift of Robert Treat Paine, 2nd, 35.1982
（右）フィンセント・ファン・ゴッホ
　　《子守唄、ゆりかごを揺らすオーギュスティーヌ・ルーラン夫人》
　　1889年｠ Bequest of John T. Spaulding, 48.548
All Photographs ⓒ2017 Museum of Fine Arts, Boston

ボストン美術館の至宝展 東西の名品、珠玉のコレクションC
　ファン・ゴッホが南仏アルルで親しく交流していたルーラン夫妻を描いた肖像画がそろって特別出品されるほか、
喜多川歌麿や曾我蕭白、英一蝶の作品などを含む日本美術や中国
美術、エジプト美術、ヨーロッパ絵画、アメリカ絵画、版画・写真、
現代美術と古今東西の名品が一堂に集うまたとない機会です。

7月20日（木）～10月9日（月・祝）
月曜日、9月19日（火）
※ ただし、8月14日、9月18日、10月9日は開室
午前9時30分～午後5時30分
※ 金曜日は午後8時まで、7月21日・28日、
　8月4日・11日・18日・25日は午後9時まで
※入室は閉室の30分前まで
東京都美術館　企画展示室
一般1,100円（当日券1,600円）
1会員4枚まで（あっせん総数40枚）

会 期
休 室 日

開室時間

会 場
あっせん料金
あっせん数

にゅうす5月号掲載「東京・ミュージアム　ぐるっとパス」（最終有効期限30年3月31日（土））も引き続きあっせん中です！

　本展では、「生物発光」や「巨大生物」、「超深海」などに焦点をあて、最新映像や実物とともに紹介するほか、
最新の研究成果からわかってきた「深海と巨大災害」、「深海と資源」などを、実物の機材や映像・CG などを駆
使して紹介します。

特別展「深海2017 ～最深研究でせまる“生命”と“地球”～」A

７月11日（火）～10月１日（日）
7月18日（火）、9月4日（月）・11日（月）・19日（火）
午前9時～午後5時（金・土曜日は午後8時まで）
【夏休み特別開館延長】8月13日（日）～20日（日）　午前9時～午後6時
※ ただし、8月18日（金）・19日（土）は午後8時まで
※入館は各閉館時刻の30分前まで
国立科学博物館
一般・大学生1,100円（当日券1,600円）
1会員4枚まで（あっせん総数40枚）

会 期
休 館 日
開館時間

会 場
あっせん料金
あっせん数 デメニギス（CG）ⓒNHK/ZDF/ZDFE/CURIOSITYSTREAM LLC
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東京ディズニーリゾート®インフォメーションセンター（開園時間・混雑状況 .・チケット料金など）
TEL　0570-00-8632（午前９時～午後７時）

7月18日（火）～9月7日（木）の土・日・祝日を除く平日
※入園制限時にはご利用になれない場合があります。

4,400円　大・中・小人均一
※コーポレートプログラム利用券をお持ちの方は、ご購入の際に併用可能です！

夕方５時からたっぷり遊べる！

夏５ウィークデーパスポート
東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかの
パークに平日の午後5時から入園できるパスポートです。

平日
限定

当日券 ……  東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシー各
パーク入り口のチケット販売窓口、ディズニーホテル、
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル (宿泊
者のみ )

前売券 ……  東京ディズニーリゾート・チケットセンター、東京ディ
ズニーランド：ゲストリレーション・ウインドウ、ディ
ズニーストアなど

実 施 期 間

料 金

詳しくは

『コーポレートプログラム利用券』を利用いただける販売窓口

www.tokyodisneyresort.jp

　当センター事業所会員で中野区の保育園を運営する「株式会社田中
ナースリー」の副理事長 田中覚さまに、当センターの利用状況などお話を伺いました。
　『サービスセンターさんから購入した西武園ゆうえんちの法人パスを利用し、職員の交流
を深めています。また映画の補助券、ディズニーの特別利用券などを使って、心身のリフレッ
シュをしている職員や、家族旅行に宿泊補助を活用している職員もいますね。Nカードの利
用できる施設がもっと身近に増えると嬉しいですね。年齢層に合わせた補助券があると、利
用できる職員が増えると思います』など、保育園職員のサービス利用の様子や当センターへ
の要望を語ってくださいました。
　事業所会員の皆さまの生活がより健康で豊かになるために、当センターの福利厚生サービ
スがお役に立っており、スタッフ一同大変に嬉しく思っています。

『　　　　　　　　　 』加入事業所レポート

ⓒDisney
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券　　種 区　　分 あっせん料金 一般料金 1会員あたりのあっせん数

水 族 館

７月１２日
リニューアルオープン！

（詳しくは７ページをご確認ください）

大人（高校生以上）
７月11日まで 1,200円 2,000円

年度計6枚まで

７月12日から 1,300円 2,200円

こども（小・中学生）
７月11日まで 600円 1,000円
７月12日から 700円 1,200円

幼児
（4歳～小学生未満）

７月11日まで 400円
（変更なし）

700円
（変更なし）７月12日から

プラネタリウム“満天”
一般シート

大人（中学生以上） 900円 1,500円
年度計6枚まで

こども（4歳～小学生） 500円 900円

お知らせ   プラネタリウム “満天”のオンライン予約はできません。当日窓口で時間指定の入場券にお引換ください。
　　　　　 芝 /雲シートおよびヒーリングプラネタリウムは対象外です。
注 意   仕入の都合により一時的にチケットの在庫がなくなる恐れがありますので、サービスセンターへご予約のうえ購入することをお勧

めします。「水族館チケット（７月11日まで）」については、期限前に販売終了の場合がありますので、必ずお問い合わせください。

3 サンシャインシティ チケット

1 としまえん チケット 先着順

券　　種 販売期間 あっせん料金 1会員あたりのあっせん数 あっせん総数 一般料金

オールシーズン券
（4月～30年4月）
※プール利用可

9月29日（金）まで 800円 10枚まで 1,200枚
大人（中学生以上）
 3,000～3,300円
こども（3歳～小学生）
 1,800～2,800円

★プール　営業期間：7月8日（土）～9月3日（日）　休園日：7月12日（水）・13日（木）
※５月に発生した火災による臨時休園があったため、オールシーズン券の利用期間が30年4月30日（月）まで延長されました。
※10月2日（月）から次期の「オールシーズン券」を販売します。

2 西武園ゆうえんち 法人パス 先着順

券　　種 販売期間 区　　分 あっせん料金 1会員あたりのあっせん数 一般料金

上期　のりもの１日券
（入園+のりものフリー）
利用期間：～30年3月31日
※プールは利用できません

9月29日（金）まで

大人・こども
共通 1,800円 各区分合わせて

20枚まで

4,200円

こども
（3歳～小学生） 800円 2,400～3,200円

プール券
（入園+プール）

利用期間：プール営業期間中
※のりものは利用できません

9月1日（金）まで

大人・こども
共通 2,300円 各区分合わせて

10枚まで

4,000円

こども
（3歳～小学生） 1,300円 3,000円

★としまえんプール　営業期間：7月1日（土）～9日（日）までの土日、7月15日（土）～9月3日（日）までの毎日
※「のりもの１日券」「プール券」は在庫がなくなり次第、販売を終了します。 
※「プール券」は事前予約（にゅうす５月号）で購入された方も購入できます。

1～4の申込方法（5は現地にてご購入ください）

にゅうす7月号同封の「夏季プール等利用補助券」もご利用ください。本人負担額は以下のとおりです。
夏の1日券（入園+プール+のりものフリー）　 大人（中学生以上）：2,700円　こども（3歳～小学生）：1,700円
プール券（入園+プール） 大人（中学生以上）：2,200円　こども（3歳～小学生）：1,200円

※10月2日（月）から次期の「のりもの1日券」を販売します。 
注 意   利用期間、販売期間が変わることがあります。購入後の区分の変更、払戻しは一切できません。

　電話予約受付とサービスセンターでの窓口販売を行い、あっせん総数に達した
時点で受付と販売を終了します。
注 意  チケット購入後の払戻しはできません。すべての券の譲渡、転売を禁止します。
　　　 としまえん、西武園ゆうえんちチケットを電話予約した場合の取り置き期間は1ヶ

月です。受付日から1ヶ月以内に引換がない場合は自動的にキャンセルとなります。
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券種・利用期間 販売期間 あっせん料金 1会員あたりのあっせん数 あっせん総数 ビジター料金

施設利用チケット
30年3月31日（土）まで 30年3月30日（金）まで 1,700円 年度計15枚まで 250枚 3,240円

4 フィットネスクラブ ティップネス　施設利用チケット 先着順

得10チケットが期間限定のイベント・施設でも利用できます！

ティップ．クロス TOKYO ３店舗を含む、関東エリア46店舗でご利用可能となりました！

注 意   詳しくはご利用店舗へお問い合わせください。
　　　　　  ティップネスHP： http://www.tipness.co.jp/
　　　　　 ティップネス丸の内スタイルは対象外です。
　　　　　  施設利用チケットの裏面をお読みになり、必要事項をご

記入のうえご利用ください。
　　　　　  チケット1枚につき1名（16歳以上の方）が1日ご利用できます。

5 東京ドームシティ パートナーメンバーズ

★得10チケットが使える期間限定イベント・施設
イベント名 ポイント数 一般料金

❶
夏期限定 お化け屋敷
『恐怖の首すじ理髪店』
 開催期間：7/15（土）～9/24（日）
※6歳以上の方からご利用可能

ノーマル篇
（開演～16時）

3Ｐ
※ ワンデーパスポートをお持ちの方は必要なし

1,030円（大人・こども）
※ ワンデーパスポートをお持ちの方は必要なし

超・絶叫篇
（17時～閉園） 3Ｐ 1,030円（大人・こども）

❷
わくわく！ウォーターガーデン
開催期間：7/15（土）～8/31（木）
※対象年齢2歳～小学生

入場（こども60分）：3P
延長30分毎：1P

入場（こども60分）：1,000円
延長30分毎：500円

❸
リアル脱出ゲーム×ジョジョの奇妙な冒険
「ジョジョの奇妙な遊園地からの脱出」
開催期間：7/15（土）～9/24（日）

イベント参加券（ワンデーパスポート付）
大人（中学生以上）：12P
こども（小学生）：9P

4,600円（大人）
3,300円（こども）

イベント参加券（アトラクション5回券付）
大人こども共通：9P 3,600円（大人・こども共通）

❹
仮面ライダー×スーパー戦隊
Ｗヒーロー夏祭り2017
開催期間：8/9（水）～8/18（金）

（大人・こども共通）
当日券（Ａ指定席付）：7P
（※残席がある場合のみ）
当日券（自由席券付）：6P

当日券（A指定席付）
大人：2,400円　こども：2,100円

当日券（自由席券付）
大人：2,100円　こども：1,800円

※こども料金（3歳～小学生）

得10チケット
1冊 

2,500円

購入場所  東京ドームシティ ミーツポート2F「法人サービスカウンター」 TEL：03-3817-6364
必ずＮカードをご提示ください。クレジットカードもご利用可能です。
※得10チケットの詳細はHPをご確認ください。　
http://www.tokyo-dome.co.jp/10/

営業時間  午前10時～午後7時　購入枚数  1日につき1会員10冊まで

TAC中野・TACサンプラザスポーツスペース　施設利用優待チケットを配布中です！

★ 利用対象は会員とその家族（16歳もしくは高校生以上）です。サービスセンター窓口にNカードを提示のうえ、チケットをお
受け取りください。ご利用は、チケットに会員番号・氏名をご記入のうえ、TACフロントにて利用料金をお支払いください。

券種・利用期間 配布期間 1会員あたりの配布枚数 利用料金 ビジター料金
施設利用優待チケット

（TAC中野・TACサンプラザスポーツスペース）
30年3月31日（土）まで利用可能

30年3月30日（金）まで 年度計15枚まで 1,510円
（現地支払）

中野（1日） 3,780円
サンプラザ（3時間） 2,700円



平成28年度中野区勤労者サービスセンター収支決算について 
　中野区勤労者サービスセンターの平成28年度決算額をお知らせします。

（単位：円）

収 入 の 部 決　算　額 内 容 説 明 支 出 の 部 決　算　額 内 容 説 明
余 暇 活 動 収 入 30,728,900 チケット販売収入 加 入 促 進 費 230,170 会員拡大キャンペーン等
セ ン タ ー 収 入 23,189,020 会費および入会金 情 報 提 供 費 2,610,918 「サービスセンターにゅうす」「利用ガイド」の発行
雑 収 入 855,805 広告料収入等 共 済 給 付 金 5,040,000 慶弔に関する給付金の支給
補 助 金 等 収 入 15,862,000 区からの補助金 福利厚生事業費 43,461,992 チケット購入および利用補助費等
特定預金取崩収入（※） 10,000,000 管 理 費 23,347,498 センター管理運営費
当期収入合計（A） 80,635,725 当期支出合計（C） 74,690,578
前期繰越収支差額 22,274,781 当期収支差額（A）-（C） 5,945,147
収 入 合 計（B）102,910,506 次期繰越収支差額（B）-（C） 28,219,928

※安定した財務運営を行うため、給付積立金1000万円を取り崩し、運用資金とした。

申込方法  ７月21日（金）までに、お電話でご希望の品物（１人１点）をお申込みください。
結果連絡  応募者多数の場合は抽選とし、当選した方に７月28日（金）までに電話で
 お知らせします。申込みの際、昼間連絡のとれる電話番号をお知らせください。
受取方法  サービスセンター窓口にてお渡しします。

申込番号 品　　　名 人数

東京ヤクルトスワローズ

① ステンレス製真空保温保冷容器（0.36リットル） 2名

② ファンブック（2017）東京ヤクルトスワローズ 1名

③ 神宮バッティングドーム バッティング２プレ－引換券２枚
 （有効期限：平成29年10月31日） 1名

④ 神宮ゴルフ練習場 優待カード引換券２枚
 （有効期限：平成29年12月31日） １名

⑤ 明治神宮アイススケート場 特別優待ペア滑走券 ２枚
 （有効期限：平成29年10月31日） １名

⑥ 神宮フットサルコート コート使用料50％OFF割引券２枚
 （有効期限：平成29年10月31日） １名

西武鉄道 ⑦ 西武ライオンズ フェイスタオル２枚 １名

三越伊勢丹 ⑧ ショッピングバッグ 1名

プレゼントコーナー

※点線より切り取り、お手持ちの「利用ガイド」P.46にお貼りください。
　下記の施設と新規契約いたしました。「宿泊施設利用補助券」も使用できます。ぜひご利用ください！

新規指定宿泊施設のご案内

予 約 先
所 在 地
交 通
会員料金

0555-21-6688 
山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663－11
富士急行線富士急ハイランド駅徒歩３分
宿泊プランより10％引（素泊まり）（各種パックは割引なし/補助券の使用可。他の割引との併用不可）　

＜河口湖＞  キャビン＆ラウンジハイランドステーションイン

ＩＮ／15：00 ＯＵＴ／10：00

富士急ハイランドまで徒歩１分。広さと寝心地の良さを追求したラグジュアリーカプセ
ルホテル。コンビニ、カラオケ、レストランが隣接する便利な立地です。
※未就学児：宿泊不可、小学生：同性の親の同伴が必要、中学生以上の未成年：親の同意書が必要

P Credt Card

（※館内着あり、フリーWi－Fi、ロビーラウンジにテレビあり）

新規

プレゼントコーナー／平成28年度決算報告／新規指定宿泊施設のご案内
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広告（セレモニー）

〔広告〕
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伝 言 板

16
サービスセンターにゅうすは、再生紙を使用しています。

東中野→←高円寺←高円寺 JR 中央線

南 口南 口
津田ビル

中
野
通
り

交番
公社
団地

マ ン
ション

コン
ビニ

中野
マルイ TAC

堀　江
敬老館

産業振興センター2階
中野駅から徒歩5分

中野駅

◆平成29年度「夏季プール等利用補助券」について
　今号に「平成29年度 夏季プール等利用補助券」を同封しました。一般料金に比べ大変お得ですので、
夏休みのレジャーにぜひご利用ください！利用方法については、券面の『使用上の注意』をご参照くださ
い。

◆「日帰り温泉施設等利用補助券」「レジャー施設利用補助券」契約施設に関するお知らせ
　「東京ドーム天然温泉　スパ ラク－ア」は、大規模改装のため9月4日（月）～10月4日（水）の期間
は休館となる予定です。リニューアルオープンの日にち等、詳しくはお問い合わせください。

◆指定宿泊施設『伊東園ホテルズ』に関するお知らせ
　「前橋マーキュリーホテル」は、７月３１日（月）の営業をもって契約解除となります。

◆「利用ガイド」記載内容の変更
■指定宿泊施設の名称変更について（P.49）
　「休暇村　鹿沢高原」は、「休暇村　嬬恋鹿沢」に名称変更されました。

◆「利用ガイド2016～　改正版」の訂正について
　サービスセンターにゅうす5月号に同封した「利用ガイド2016～　改正版」の表記に誤りがありまし
た。下記のとおり訂正しお詫び申しあげます。
裏面　◎暮らし＆カルチャー　　　【誤】　P.62 よこはま商事　　　　　【正】　P.62 よこやま商事

次号166号〔29年9月15日（金）発行予定〕のお知らせ

　〒164-0001 中野区中野2-13-14
　電話  03－3380－6941
　FAX  03－3380－6943
URL http://www.nakano-kinrou.or.jp/
E-mail info@nakano-kinrou.or.jp

●事務取扱い時間
　月曜日～金曜日　午前9時～午後5時
　　　　　　　　　　　（土・日・祝休日・年末年始は休み）
　※毎月、原則として第2・第4金曜日は午後7時まで
　　（8月は10日（木）、25（金）です）

中野区勤労者サービスセンター

★観劇・コンサートチケット ★美術展チケット ★エンジョイライフ情報
★東京ディズニーリゾート®情報 ★Amazonギフト券 ★スパリゾートハワイアンズ
★映画鑑賞券 ★秋の和菓子購入割引 　　　　　　　　　　　　ほか

事務局からのお願い
　このたび、当サービスセンターが販売したレジャー施設チケットがネットオークションに出品され売買が
行われていたことが判明しました。インターネット、金券ショップ等での転売や譲渡は禁止しています。この
ような行為はサービスセンターの信用を低下させ、各施設との契約ができなくなる恐れがあります。ほかの会
員の皆さまに多大な迷惑をおよぼすことになりますので、絶対にしないようお願い申しあげます。

どうぞご期待ください（一部変更になる場合もあります）。


