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あけましておめでとうございます
本年もスタッフ一同、会員の皆さまにご満足をいただけるサービスの提供を心がけてまいりますので、
どうぞよろしくお願い申しあげます。

◆ あっせん内容
　 ジェフグルメカード
　 500円券10枚１セット（5,000円分）
◆ あっせん料金
　 １セット　4,300円

◆ あっせん数
　 1会員 2セットまで
◆ あっせん総数
　 600セット

応 募 締 切

１月26日（金）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

２月７日（水）～３月９日（金）
申込方法と引換えについて
①申込方法は2ページをご確認ください。
②当選した方のみはがきで通知します。

③ 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。
※必ず期間内にご購入ください。
※代引郵送をご希望の場合は、お電話でお申込みください。

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） !

ジェフグルメカードをあっせんします！
抽　選 全国共通お食事券

インターネットから
ご応募できます！

　全国35,000店の大手外食店でご利用いただける、全国共通お食事券『ジェフグルメカード』を、今年
もあっせんします。有効期限がなく、お好きな時にご利用いただけます。※主な加盟店は２ページをご覧ください。



ジェフグルメカードの申込方法について

ジェフグルメカード申込方法／広告（銀座 花サロン）

　  窓口か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。
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。

はがきに下記の内容をご記入のうえお申込みください。

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

申 込 方 法

インターネット

は が き
サービスセンター窓口

 １月26日（金）まで　窓口、インターネットは午後５時、はがきは当日必着応 募 締 切

2

①ジェフグルメカード
②希望セット数
　 （会員を複数併記した場合、
必ず各会員の希望セット数を
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、
数を

可）

! 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

主な加盟店 　ファミリーレストラン（ガスト、デニーズ、ココス、ロイヤルホスト、ジョナサンなど）居酒屋チェーン店（のみくい処魚民、磯丸水産、
山内農場など）、和食チェーン店（大戸屋ごはん処、木曽路など）、ファーストフード店（ケンタッキーフライドチキン、モスバーガー、吉野家など）、
宅配・持ち帰り（ピザハット、ドミノ・ピザ、オリジン弁当など）、中野サンプラザ（日本料理 なかの、レストラン 121ダイニング）ほか多数
※詳しくは http://www.jfcard.co.jp でご確認ください。※店舗によりつり銭が出ない場合があるのでご注意ください。

〔広告〕



美術展チケット
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美術展
情報

◆ A～Cの申込方法
◆  1月22日（月）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：1月22日（月）から

会 期
休 室 日

開室時間

会 場
あっせん料金
あっせん数

1月23日（火）～4月1日（日）
月曜日、2月13日（火）
※ただし2月12日（月・祝）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
※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）

ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜B
　ブリューゲル一族やその追随者たちが手がけた作品を通して、16、17世紀フラン
ドル絵画の魅力に光をあてます。本展は通常見ることができない個人所蔵の絵画など
約100点により構成され、出展される作品のほとんどが日本初公開となります。

ヤン・ブリューゲル1世、ヤン・ブリューゲル2世
《机上の花瓶に入ったチューリップと薔薇》
1615－1620年頃 Private Collection

※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。

　本展ではジュゼッペ・アルチンボルドを始め、ルドルフ２世が愛好し
た芸術家たちの作品を中心に、占星術や錬金術にも強い関心を示した
皇帝の、時に魔術的な魅力に満ちた芸術と科学の世界をご紹介します。

神聖ローマ帝国皇帝 ルドルフ２世の驚異の世界展A

現在開催中～3月11日（日）
1月16日（火）、2月13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1,100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

ピエール＝オーギュスト・ルノワール
《イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢（可愛いイレーヌ）》

1880年　油彩、カンヴァス　65×54㎝
ⓒ Foundation E.G. Bührle Collection,

Zurich (Switzerland)
Photo: SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn)

至上の印象派展 ビュールレ・コレクションC
　本展では、近代美術の精華といえる作品約60点を展示し、その半数は日本初公開
です。絵画史上、最も有名な少女像ともいわれる《イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢》、
スイス国外に初めて貸し出されることになった４メートルを超えるモネ晩年の睡蓮の
大作など、極め付きの名品で構成されるこの幻のコレクションの魅力のすべてを、多
くの方々にご堪能いただきたいと思います。

2月14日（水）～5月7日（月）
火曜日
※ただし5月1日は除く
午前10時～午後6時
※金・土曜日、4月28日（土）～5月6日（日）は午後8時まで
※入場は閉館の30分前まで
国立新美術館　企画展示室1E
一般1,100円（当日券1,600円）
1会員4枚まで（あっせん総数50枚）

会 期
休 館 日

開館時間

会 場
あっせん料金
あっせん数

ルーラント・サーフェリー 《動物に音楽を奏でるオルフェウス》
1625 年、油彩・キャンヴァス、プラハ国立美術館、チェコ共和国 

The National Gallery in Prague



観劇・コンサートチケット
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◆①～⑧の申込方法 抽 選
　1月26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。2月2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

当選連絡

1 オールナイトニッポン50周年記念　～中島みゆきリスペクトライブ2018　歌縁（うたえにし）～
稀代の女性アーティストが、中島みゆきの名曲を紡ぐ奇跡の一夜。
中島みゆきを敬愛する女性アーティストが一堂に会して中島みゆきの名曲を歌います。
【出演】 クミコ、研ナオコ、島津亜矢、高畑淳子、中村 中、新妻聖子、

半﨑美子、平原綾香　（表記：五十音順）
 ※未就学児入場不可

 日 時 3月3日（土）　午後4時開演  会 場 日本武道館

 あっせん料金 全席指定  6,500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）

五木ひろし特別公演　坂本冬美特別出演4
【演目】第一部：芝居「紺屋と高尾」　第二部：歌謡ショー「ビッグショー」
【出演】五木ひろし、坂本冬美

 日 時 3月21日（水・祝）　午前11時開演 会 場 明治座

 あっせん料金 S席  9,300円
　　　 （一般料金14,000円）

あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

中村勘九郎　中村七之助　春暁特別公演20183
【演目】「芸談」「鶴亀」「浦島」「枕獅子」
【出演】中村勘九郎、中村七之助　他 ※未就学児入場不可

 日 時 3月18日（日）
◇午前11時30分開演
◇午後 3 時30分開演

 会 場 中野ZEROホール

 あっせん料金 S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　午前・午後 各回10枚 )
※午前・午後どちらかのご応募となります。

1
26㈮

まで

2
2㈮
まで

2 宝塚　花組公演　ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』
◎萩尾望都があらゆる上演希望を断り続けた幻の舞台が遂に宝塚で実現する。
◎原作／萩尾望都『ポーの一族』
◎脚本・演出／小池修一郎
【主演】明日海 りお、仙名 彩世　他

 日 時 3月8日（木）　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）

ⓒ 宝塚歌劇団



観劇・コンサートチケット
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6『ラ・カージュ・オ・フォール』
鹿賀×市村コンビ誕生10周年！　最強の夫婦愛で導く、固く結ばれた家族の絆！
史上最高のゴールデンコンビ、10年の熟成を経たヴィンテージ公演をご堪能ください。
【演出】山田和也　【出演】鹿賀丈史、市村正親、香寿たつき、今井清隆、森公美子　他
 ※未就学児入場不可

 日 時 3月30日（金）　午後6時30分開演  会 場 日生劇場

 あっせん料金 S席  8,600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）

5 劇団四季『ライオンキング』
日本の演劇史上に輝く奇跡の舞台。ますますパワーアップしながら、前人未到の大記録を

更新しつづける驚異のミュージカルをお楽しみください。
 ※こども料金は3歳～小学生

 日 時 3月25日（日）　午後1時開演  会 場 積水ハウスミュージカル
シアター
四季劇場 [夏 ]（大井町）

 あっせん料金 S席（2階席）大　人  8,900円
　　　　　　　　　　   （一般料金10,800円）

　　　　　　 こども  4,500円
　　　　　　　　　　   （一般料金5,400円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数15枚）

それいけ！アンパンマン　ミュージカル「まもれ！黄金の炎」
『アンパンマンたちといっしょにうたって、わらって、おどっちゃおう！』
きょうは西部のまちで「黄金の炎」のおまつりです。準備の途中、あたりは突然真っ暗に…！！助けを呼ぶ声を聞いた

アンパンマンは、西部のまちへと向かいます。はたして「黄金の炎」のおま
つりはどうなるのでしょうか？
※1歳以下の方は大人1名につき1名まで膝上無料。ただしお席が必要な場合は有料。

 日 時 4月8日（日）　午前10時30分開演  会 場 文京シビックホール大ホール
 あっせん料金 全席指定 S席   2,900円

　　　　　　　　（一般料金3,800円）
 あっせん数 1会員4枚まで

（あっせん総数15枚）
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ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

ⓒ Iko Freese  drama-berlin.de 日 時 4月7日（土）　午後7時開演  会 場 Bunkamura オーチャードホール

 あっせん料金 S席  20,700円
　　　（一般料金28,000円）

 あっせん数 1会員2枚まで
（あっせん総数5枚）

7 ベルリン・コーミッシュナー・オーパー　オペラ　魔笛
世界中で連日完売！！ドイツ ･ベルリンより、新演出で甦るモーツァルト
最後のオペラが日本上陸！
【全2幕　ドイツ語上演・日本語字幕付き】
※未就学児入場不可
※開場は各公演の45分前予定
※ 開演時間に遅れますと長時間お待ちいただいたり、立ち見となる
場合がございます。
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東京ディズニーリゾート®情報

ⓒDisney

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）

第2回東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム

「サンクス・フェスティバル」パスポート

✂（キリトリ）

✂
（
キ
リ
ト
リ
）

1 0 1 7

中野区勤労者サービスセンター

切
り
取
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 1月5日（金）～2月28日（水）の土・日・祝日を含む全日
 ◆ 上記期間中『東京ディズニーランド』または『東京ディズニーシー』
 　いずれかのパークを、1日ご利用いただけます。
 ◆ 入園保証なし（入園制限中のパークではご利用いただけません）

料　金  大人（18歳以上 ) 6,400円
  《通常料金：7,400円》
 中人（中学・高校生 12～17歳） 5,500円
  《通常料金：6,400円》
 小人（幼児・小学生 4～11歳） 4,100円
  《通常料金：4,800円》

対　象  会員とその同居家族

 • 下のパスポート購入申込書に必要事項をご記入の上、チケット
　　　　　　販売窓口にご提出ください。
 • 購入申込書１枚につき５名様までご購入可能です。（コピー可）
 ※ 購入申込書のご提示がない場合は、特別料金は適用されませんのでご注意ください。
 ※ 「コーポレートプログラム利用券」をお持ちの方はあわせてご利用可能です。購入申込書と一緒に

ご提出ください。

実施期間
(入園期間)

チケット
購入方法

プラン名  『コーポレートプログラム限定
 アトラクションもショーも楽しむ　２DAYS』
予約可能期間  ～3月31日（土）
宿泊対象期間  ～9月30日（日）
※ 申込みご希望の方は、コーポレート利用者専用サイト：dcp.go2tdr.com から
各自でお申込みください。
※ご予約の際にはプランパスワードが必要です。
　プランパスワード：DCPPKG2017（有効期限2018年３月31日）

ⓒDisney

『東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージスペシャルプラン』のご案内



東京ドームシティ パートナーメンバーズ／広告（ペンタくん）
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得10チケット・その他の商品が東京ドームシティで直接購入できます！

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。
※お支払いは現金またはクレジットカー
ドがご利用いただけます。

※得10チケットの詳細は下記をご確認ください。

http://www.tokyo-dome.co.jp/10/
営業時間  午前10時～午後7時
購入枚数  1日につき各券種とも1会員10枚まで
　　　　　※ トリートメント＆ビューティー利用券とTDC

グルメチケットは、枚数制限はありません。

チケット名 会員料金（一般料金）

得10チケット 2,500円（最大6,200円相当）

東京ドームホテル
レストラン ランチ券 2,600円（3,024円相当）

スパ ラクーア入館券（平日） 1,750円（2,850円）

スパ ラクーア
トリートメント＆ビューティ 900円（1,000円）

宇宙ミュージアムTeNQ
入館券（一般 /学生） 1,350円（1,800円/1,500円）

宇宙ミュージアムTeNQ
入館料（4歳～中学生・シニア） 900円（1,200円）

取扱い商品（一例）【インターネットからの購入はできません】

東京ドームシティ　パートナーメンバーズ

イベント 開催期間 会員料金 得10チケット利用時
必要ポイント 一般料金

ふるさと祭り東京2018
※小学生以下は大人1名の付添で4名まで無料

1月12日（金）～
1月21日（日）〔10日間〕

大人（中学生以上） 
1,110円

販売期間：1月21日（日）まで
5ポイント 当日券

1,700円

第17回東京国際キルトフェスティバル
※小学生以下は無料。但し大人の付添が必要

1月25日（木）～
1月31日（水）〔7日間〕

大人（中学生以上） 
1,400円

販売期間：1月31日（水）まで
6ポイント 当日券

2,100円

テーブルウェア・フェスティバル2018
～暮らしを彩る器展～
※小学生以下は無料。但し大人の付添が必要

2月4日（日）～
2月12日（月）〔9日間〕

大人（中学生以上） 
1,300円

販売期間：2月12日（月・祝）まで
6ポイント 当日券

2,100円

世界らん展日本大賞2018
※小学生以下は無料。但し大人の付添が必要

2月17日（土）～
2月23日（金）〔7日間〕

設定なし 6ポイント 当日券
2,200円

〔広告〕
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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

サンシャイン水族館

大人（高校生以上） 1,300円 2,200円

年度計6枚までこども（小・中学生） 700円 1,200円

幼児（4歳～小学生未満） 400円 700円

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場合がありますので、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。

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

営業日などのお問い合わせ先：西武園ゆうえんち　TEL 04-2922-1371

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
（29年4月～30年4月） 3月30日（金）まで 800円 10枚まで 600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

※ 29年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。
※29年9月29日までに購入された方も再び10枚まで購入できます。
お知らせ   4月1日（日）より利用可能なチケットの販売期間につきましては、にゅうす3月号でお知らせいたします。

2 西武園ゆうえんち 法人パス 先着順

営業日などのお問い合わせ先：としまえん　インフォメーション　TEL 03-3990-8800

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

下期　のりもの１日券
（入園+のりものフリー）
利用期間：～3月31日※

3月30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

大人 4,200円
こども（3歳～小学生）
 2,400～3,200円こども

（3歳～小学生） 800円

※「下期　のりもの１日券」は仕入の都合により利用期間が異なる場合があります。
※「上期　のりもの１日券」を購入された方も「下期　のりもの１日券」を購入できます。
お知らせ   4月1日（日）より利用可能な「のりもの１日券」の販売期間につきましては、にゅうす3月号でお知らせいたします。
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。
　　　　　  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。

1～4の申込方法（5は現地にてご購入ください）

　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。



エンジョイライフ情報（アミューズメント＆フィットネス）

9

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

29年度 施設利用チケット
30年3月31日（土）まで 3月30日（金）まで 1,700円 年度計15枚まで 250枚

3,240円
30年度 施設利用チケット

4月1日（日）～31年3月31日（日）まで 3月1日（木）～ 1,700円 年度計15枚まで 250枚

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

ティップ．クロス TOKYO ３店舗を含む、関東エリア45店舗でご利用可能です！

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。
　　　　　  戸塚店は１月末日に閉店します。
　　　　　  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。

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！
TAC中野・TACサンプラザスポーツスペースにて、特別価格で気軽にフィットネスライフを楽しめます！ぜひご利用ください。

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

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

利用対象  会員とその家族（16歳もしくは高校生以上）

申込方法  サービスセンター窓口にてＮカードを提示のうえお申込みください。

利用方法   施設利用優待チケットに会員番号・氏名をご記入のうえ、ご利用の

TACフロントにて利用料金をお支払ください。

「法人サービスカウンター」にて各種チケットを購入していただけます。詳しくは7ページをご覧ください。

5 東京ドームシティ　パートナーメンバーズ

イルミネーション情報

としまえん　ウィンターファンタジア
★開催期間：1月13日（土）～2月25日（日）の土・日・祝

西武園ゆうえんち　イルミージュ　－ ワールド・エキスポ・ナイト－ 
★開催期間：セカンドシーズン　　1月12日（金）～3月11日（日）の金・土・休日
　　　　　　ファイナルシーズン　3月16日（金）～4月8日（日）の毎日

※営業時間、最新情報は各施設Webサイトでご確認ください。

西葛西店は11月末日に閉店しました。
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１月22日（月）までに、電話で希望の品物（１人１点）をお申込みください。
応募者多数の場合は抽選とし、当選した方に１月26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。
※プレゼントはセンター窓口でのお渡しとなります。
※お引取りの際は、袋のご持参をお願いいたします。

申込方法
結果連絡

申込番号 品　　　名 人数

三越伊勢丹 ① ショッピングバッグ　（H300×W320×D80mm） １名

東京ディズニーリゾート® ② ミッキーマウスミニタオル　（約25×25cm） １名

〃 ③ 東京ディズニーリゾート®・バケーションパッケージガイドブック、
チケットホルダーのセット ２名

〃 ④ 東京ディズニーリゾート®・カレンダー2018　（壁掛 約50×36cm） １名

〃 ⑤ ファンダフル・ディズニー　オリジナルカレンダー2018
（壁掛 約60×21cm） １名

サンシャイン水族館 ⑥ オフィシャルガイドブック、A4クリアファイル、チャームのセット ２名

シャトレーゼ ⑦
シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳、小海リエックス・スキーバレー
共通リフト1日引換券２枚組、温泉入浴券１枚、ケーキセット引換券１枚
のセット　（2018シーズン中のみ有効）

１名

東京ドーム ⑧ 田島 由香さんデザイン カレンダー2018　（壁掛 約60×30cm） ２名

〃 ⑨ 第17回 東京国際キルトフェスティバル　２枚１組入場ご招待券 
（開催期間：2018年１月25日（木）～１月31（水）） ８組

〃 ⑩ テーブルウェア・フェスティバル2018　２枚１組入場ご招待券
（開催期間：2018年２月４日（日）～２月12日（月）） ９組

㈱東急リゾートサービス ⑪ マウントジーンズ那須　リフト１日ご招待券 ２枚組
（2018年３月のスキーシーズン終了まで有効） １名

〃 ⑫ ハンターマウンテン塩原　リフト１日ご招待券 ２枚組
（2018年４月のスキーシーズン中まで有効） １名

㈱横浜八景島 ⑬ 2018年　水族館カレンダー　（壁掛 約42×30cm） １名

西武鉄道㈱ ⑭ 西武鉄道　電車のある風景カレンダー　（壁掛 約60×50cm） １名

東京ヤクルトスワローズ ⑮ 東京ヤクルトスワローズ2018年カレンダー 　（壁掛 約60×41cm） １名

東京宝塚劇場 ⑯ 2018年　宝塚スターカレンダー 　（壁掛 約75×52cm） １名

東武ワールドスクウェア ⑰ イルミネーション＆台湾ランタンご招待券 ３枚組
（2018年４月１日まで有効） １名

〃 ⑱ 東武ワールドスクウェア入園券 ２枚組
（2018年６月30日まで有効） １名

新春 プレゼントコーナー新春 プレゼントコーナー

平成30年度  プロ野球 チケット情報 
セントラルリーグ開幕戦チケット
　次号の「にゅうす169号（３月15日（木）発行予定）」に募集案内を掲載し、３月20日（火）
まで電話予約を受け付け、23日（金）までに当選した方に連絡し、すぐに引き換えを行う予定
です。申込み期間が大変短いのでご注意ください。

東京ドーム巨人戦 ☆指定席Ａ　２席

対戦相手 試　合　日

阪　神 ３月30日（金）～４月１日（日）

神宮球場ヤクルト戦 ☆スターシート　２席　

対戦相手 試　合　日

横　浜 ３月30日（金）～４月１日（日）

予　告



広告（セレモニー）

〔広告〕
11



伝 言 板

12
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

◆指定宿泊施設「四季倶楽部」に関するお知らせ
■『2017年度優待プラン』について
【期　　間】　2018年１月９日（火）～２月28日（水）
　　　　　　※土曜日、２月11日、梅祭り期間中の熱海青青荘・シオン熱海・熱海望洋館は除く。
【内　　容】　会員と同行者の宿泊代金1,080円引き（添い寝のお子さまは除く）
【申込方法】　 電話予約時に「優待プランでの宿泊希望」とお伝えください。インターネット予約の際は「優

待プランでの宿泊希望」を備考欄に書き添えてください（申し出のない場合は通常の宿泊代
金になります）。

■ゴールデンウイーク期間の宿泊予約について
　ゴールデンウイーク期間（４月28日（土）～５月５日（土・祝）宿泊分）の予約申込みは抽選となります。
申込期間は２月12日（月・休）～16日（金）で、当選者のみに２月21日（水）に連絡されます。
　メールまたはファクシミリによる専用用紙での申込みとなり、電話での申込みはできません。専用用紙
はサービスセンター窓口へご請求ください（ホームページからダウンロードもできます）。

◆指定宿泊施設「熱海シーサイドスパ＆リゾート」に関するお知らせ
　「レストラン」「温泉大浴場」の全面改修工事（期間：１月15日（月）～４月下旬）に伴い、期間中は「１泊 
朝食」でのご宿泊プランのみとなります。詳しくはお問い合わせください。
　熱海シーサイドスパ＆リゾート　TEL：0557-82-8111

◆指定宿泊施設「臨泉楼 柏屋別荘」に関するお知らせ
　29年４月に閉鎖となり、契約解除となりました。

◆「レジャー施設利用補助券」契約施設に関するお知らせ
■東京ジョイポリス
　全館電気設備点検のため、１月18日（木）は全館休館となります。
※「デックス東京ビーチ」も同じく休館となります。
■箱根ガラスの森美術館
　毎年１月第２週の火曜日から１月第３週の金曜日までが休館日となります。2018年は１月９日（火）
～19日（金）です。

どうぞご期待ください（一部変更になる場合もあります）。

次号169号〔30年３月15日（木）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

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 ★プロ野球チケット ★春の和菓子購入割引券
★スパリゾートハワイアンズ ★大相撲五月場所 ★祝金情報


