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申込締切
11月26日（月）冬季グルメチケット

窓口かはがきまたはインターネットで受付！2～3ページをご覧ください。

ホテル雅叙園東京A ハイアットリージェンシー東京B

ホテル椿山荘東京D

（写真は全てイメージです）

抽　選

赤坂 エクセルホテル東急C

アンケート調査にご協力を！ 詳しくは本紙14ページをご覧ください。



冬季グルメチケット
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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　1施設のみ・4枚まで（あっせん総数560枚）
※複数施設のお申込みはできません。
料金は全て税・サービス料込みです。Nカード割引の併用はできません。

冬季グルメチケット

申込方法（A・B・C・D共通）いずれかの方法でお申込みください。

　 窓口かはがき、またはインターネットにてお申込みください。当
選した方に当選はがきを送付します。

申込締切
11月26日（月）まで
 窓口・インターネットは午後５時締切
はがきは必着
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。
※電話、FAXでの受付は行いません。
※申込み後のキャンセルはできません。

当選連絡
11月30日（金）までに当選した方には
当選はがきを送付します。
事業所宛に送付します。（会報紙サービスセ
ンターにゅうすが届く住所です。）
※郵送状況により遅延する場合があります。

引換期間
12月３日（月）～12月21日（金）
期間内に 窓口で当選した
チケットをご購入ください。
※ 代引き郵送を希望する方は、引換期間内
に電話でお申込みください。
※ご購入後の払戻しはできません。

利用期間
12月３日（月）～31年１月31日（木）
必ず各施設に予約のうえ、ご利用ください。
予約の際は中野区勤労者サービスセンター
「 」の会員で、グルメチ
ケットを利用することをお伝えください。

抽　選

←　はがき裏

↓　はがき表（通信面）

は が き はがき申込みの方ははがき専用申込用紙をご利用く
ださい。ご記入のうえ、切取った用紙をはがきに糊
付けまたはセロハンテープでしっかりと貼り、ご投
函ください。

〒164-0001
中野区中野２丁目13-14
中野区産業振興センター2階

中野区勤労者サービスセンター
　行

会員番号

氏名

連絡先
電話番号

申込施設
アルファベット

（A～Dから１つ）

申込枚数
（１会員４枚まで） 枚

冬季グルメチケット
はがき専用申込用紙

✂（キリトリ） ✂（キリトリ）

窓 口 窓口に申込用紙があります。Ｎカードをご持参ください。

※ 申込用紙は1会員分
のみご記入ください。

※ 記入漏れがないよう
ご注意ください。

インターネット ウェブサイトにアクセスしてください。

「最新チケット情報」ページ「冬季グルメチケット」の「申し込む」ボタンからお申込みください。
http://www.nakano-kinrou.or.jp/
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【予約先】　電話：03-3348-1234（代表）　所在地：新宿区新宿2-7-2

利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

午前11時30分～午後２時 3,000円
（3,921円）

ランチ「佳香膳」
献立：前菜 /造里 /羽二重蒸し /天ぷ
ら /御飯 /留椀 /香の物 /水菓子

除外日：12月29日（土）～31年１月６日（日）
ドリンクは別料金となります。※駐車場 ３時間無料

ハイアット リージェンシー 東京　日本料理　「佳香（かこう）」B

【予約先】　電話：03-3580-2331　所在地：千代田区永田町2-14-3

利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

午後５時～午後10時（120分制）
※ 混雑時には２部制となる場合が
あります

4,300円
（6,000円）

ディナーブッフェ
※ 季節によりメニュー内容が変わりま
す。
※ソフトドリンクバーを含みます。

除外日：12月21日（金）～25日（火）、12月31日（月）～31年１月３日（木）
※除外日以外に貸切日・メンテナンスのための休業日があります。
※アルコール飲料は別料金（飲み放題プランあり）　※駐車場優待あり

赤坂 エクセルホテル東急　「赤坂スクエアダイニング」C

【予約先】　電話：050-3188-7570（レストラン総合案内 午前９時～午後８時）　所在地：目黒区下目黒1-8-1

利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

午前11時～午後２時30分
①11時または11時15分～
②12時45分または13時～
※各90分の二部制

2,600円
（3,661円）

ランチブッフェ
約40種類のバリエーション豊かなラ
インナップ
※ 温かいコーヒー・紅茶以外のドリン
クは別料金となります。

除外日：12月21日（金）～25日（火）、30年１2月31日（月）～31年１月３日（木）
※ 土・日・祝日および１月18日～31日は別途追加料金400円がかかります。※駐車場 ３時間無料

A ホテル雅叙園東京　ニューアメリカングリル　「カナデテラス」

『利用ガイド』53～54ページにＮカード提示で特典が受けられるレストランをご紹介しています。こちらもご利用ください。

【予約先】　電話：03-3943-5489　所在地：文京区関口2丁目10-8

レストラン名 利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

カジュアルダイニング
「ザ・ビストロ」 午後５時～午後10時

4,700円
（6,000円）

前菜・スープ・メイン・デザートのコース
（コーヒー、紅茶またはハーブティー付き）

そば処
「無茶庵」 午後５時～午後８時 特別そば会席

（前菜・造り・煮物・焼物・揚物・食事・甘味）

除外日：「ザ・ビストロ」12月20日（木）～25日（火）、12月31日（月）～31年１月３日（木）
　　　　「無茶庵」12月31日（月）～31年１月３日（木）
※ドリンクは別料金となります。　※駐車場優待あり（詳細は予約時に確認してください）

ホテル椿山荘東京  　選べるディナーD ２店舗共通チケット
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スキーリフト・ゴンドラ券 引換券
先着順：11月22日（木）から

スキーシーズン到来！毎年大好評のスキーリフト・ゴンドラ券を今年も販売します！

利 用 対 象 　会員とその同居家族
あっせん数 　１会員4枚まで（あっせん総数100枚）
申 込 方 法 　 11月22日（木）からサービスセンター

で、電話予約受付と窓口販売を行います。
◆申込み後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
◆ 販売期間中でもお申込みがあっせん総数に達した時点で、受付を終了
します。

販 売 期 間 　31年２月28日（木）まで
◆ お申込みから、２週間以内にチケットのお引取りをお願いします。
　期間内のお引取りが難しい場合は、センターまでご連絡ください。

いずれの施設も積雪気象状況などの
影響により予告なく閉鎖、運休となる
場合がありますのでご注意ください。
現地情報については施設に直接お問
い合わせください。

◆引換券利用期間　各プリンススキー場　営業開始日～営業終了日まで
　　　　　　　　　（営業期間については、各スキー場にお問い合わせ下さい）

●プリンススノーリゾート全国９ヵ所のスキー場でいつでもご利用いただけます！

券　　種 あっせん料金（一般料金）
プリンススノーリゾートスキー場

共通リフト１日券
2,600円

（通常価格3,900円～5,500円）

※小学生までは無料です。※ナイターは含みません。

Ａ プリンススノーリゾートスキー場共通リフト１日券

   ご利用いただけるスキー場はこちら！

スキー場 お問合せ

富良野スキー場 0167-22-1111

雫石スキー場 019-693-1111

苗場スキー場 025-789-4117

かぐらスキー場 025-788-9221

六日町 八海山スキー場 025-775-3311

軽井沢プリンスホテルスキー場 0267-42-5588

万座温泉スキー場 0279-97-3117

志賀高原 焼額山スキー場 0269-34-3117

妙高 杉ノ原スキー場 0255-86-6211

＊ 営業期間、アクセス等については各スキー場にお問い合わせ
ください。
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●上越沿線最大級の超ビッグゲレンデ！！抜群のロケーション！
●4,000メートルのダウンヒル、23コースもの多彩なゲレンデ！

B 石打丸山スキー場　１日券引換券

●ナイター終了まで滑れる「舞子１day パス」で、朝から夜まで広大なゲレンデを満喫！

◆引換券利用期間

◆所 在 地

◆Ｔ Ｅ Ｌ

12月14日（金）～2019年シーズン中有効
（営業期間については、舞子スノーリゾートに直接
お問い合わせ下さい。） 　 
新潟県南魚沼市舞子2056-108
（関越道塩沢石打インターから約１分）
025-783-4100 

券　　種 あっせん料金（一般料金）

舞子１dayパス
（リフト・ゴンドラ共通一日券

ナイター終了まで）

大人 2,900円（4,700円）
55歳以上

2,700円（4,200円）
中学・高校生

小学生 2,000円（2,900円）
※未就学児は保護者同伴でリフト料金無料。（リフト券は必要です。スキー場窓口でお受け取りください。）
※購入特典として、レンタルセット500円割引、スクールレギュラーレッスン500円割引、スパ舞子温
泉200円割引

C 舞子スノーリゾート　舞子１dayパス

◆引換券利用期間
◆所 在 地

◆Ｔ Ｅ Ｌ

12月22日（土）～31年３月24日（日）
新潟県南魚沼市石打1655
（東京から車で約２時間！関越自動車道、湯沢 I・Cよりわずか６分とアクセス抜群！）
025-783-2222

券　　種 あっせん料金（一般料金）

リフト１日券
大人 3,600円（4,900円）
シニア 3,300円（4,200円）
ジュニア 2,400円（3,400円）

※ジュニアは小学生以下、シニアは60歳以上です。
※未就学児はおとな１名につき１名無料（同乗）。２名以上はジュニア料金となります。
※ナイターは含みません。
※Ｎカードのご提示で、当センター会員、同居家族さまは割引料金でリフト券をご利用いただけま
す。詳しくは利用ガイド58ページをご覧ください。

お得な割引料金情報
シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳　／　小梅リエックス・スキーバレー

現地インフォメーションでＮカードをご提示いただくと、通常料金より1,000円引き！！
詳しくは各スキー場へお問い合わせ下さい。　

対象期間：12月22日（土）～2019年３月24日（日）
☆ シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳　長野県南佐久郡川上村御所平1841　TEL 0267-91-1001
★ 小梅リエックス・スキーバレー 　　　長野県南佐久郡小海町豊里5907　　TEL 0267-93-2537

現
レ
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 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。
 （62円分の切手が必要です。）

 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。

①図書カードNEXT

②会員番号（複数会員併記可）

③氏名

④連絡先電話番号

図書カードNEXTをあっせんします！抽　選

申込方法
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。

応 募 締 切  11月26日（月）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。

引換え期間  12月26日（水）～31年1月25日（金）
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。
※必ず期間内にご購入ください。
※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 図書カードNEXT　5,000円券
  ※有効期限：10年間
◆ あっせん料金 1枚　4,500円
◆ あっせん数 1会員　1枚まで

（あっせん総数230枚）

　パソコンやスマートフォンなどで、お手軽に残額・利用履歴をご確認
いただけます。（専用ウェブサイトでカード裏面の ID番号（16ケタ）と
PIN番号（4ケタ）を入力してください）。
　ご利用方法は以前の磁気式の図書カードと変わりません。カードの残額
がなくなるまで何回でも繰り返しご利用になれます。

● 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）

ご注意ください！：当選通知について

インターネット

は が き
サービスセンター窓口

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

送付先　〒164-0001　中野区中野2-13-14
　　　　中野区産業振興センター2階
　　　　中野区勤労者サービスセンター
　　　　エンジョイライフなかの　行

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

※ 絵柄はピーターラビットまたは東山魁夷「秋
翳」を予定しています。
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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）　
TEL0570-00-8632（午前９時～午後７時）　一部のPHS・IP電話・国際電話からはTEL045-330-5211

★ ご予約はWEBからでも可能です。その際は、健診コースは「基本コース」をお選びください。
連絡事項欄に「中野区勤労者サービスセンターのキャンペーンを希望」と明記してください。
　こころとからだの元氣プラザ　ホームページ：http://www.genkiplaza.or.jp/

受 診 期 間
検 査 内 容

受 診 施 設

受 診 料 金

利 用 方 法

31年１月７日（月）～３月30日（土）  ※この期間の受診に限ります。
日帰り人間ドック（生化学・ウィルス・心電図・眼科・肺機能・腹部超音波・
甲状腺刺激ホルモン検査等。詳細はお申込時にご確認ください。）
こころとからだの元氣プラザ　TEL.03-5210-6622
千代田区飯田橋3-6-5（JR・地下鉄 飯田橋駅から徒歩１分）

　こころとからだの元氣プラザでは、人間ドックを特別料金で受診できるキャンペーン
を実施します。この機会に、ご家族みなさんで健康チェックをされてはいかがですか。

★ 会員の方は、施設に電話で「中野区勤労者サービスセンター会員」であることを知
らせ、受診日を予約してください。その後センター窓口で「人間ドック利用補助券」
をお受取いただき、受診日当日施設に補助券を提出・Ｎカードを提示し、料金をお
支払いください。
★ ご家族の方は、施設に電話で「中野区勤労者サービスセンター会員の同居家族」で
あることを知らせ、受診日を予約してください。受診日当日に、施設にＮカードを
提示いただき、料金をお支払いください。

人間ドックキャンペーン　こころとからだの元氣プラザ

コーポレートプログラム利用券で35周年のクリスマスをおトクに楽しもう！

※価格はすべて税込みです。
キャンペーン特別料金 通常料金 一般料金

★会員本人 35,000円
（Nカード提示＋補助券利用） 43,600円 54,000円

★同居家族 40,000円
（Nカード提示） 48,600円 54,000円

通常料金より
8,600円お得！！

前売券
12月７日（金）より

販売第２回「サンクス・フェスティバル」のお知らせ
 31年１月７日（月）～３月20日（水）　※土・日・祝日を含む全日対象
 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。
 ※入園制限中のパークにはご利用いただけません。
 会員とその同居家族

 「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。
 コーポレートプログラム利用券をお持ちの方は併用可能です。購入申込書と併せてご提出ください。
　　　　　　　　　　　 「コーポレートプログラム利用者専用サイト」よりダウンロードし印刷したもの（11月中旬頃掲載

予定）、または、12月より「エンジョイライフなかの窓口」にてお配りするものをご利用ください。
　　　　　　　　　　　購入方法など詳しくは、利用者専用WEBサイトをご覧ください。

実施期間

対　　象

購入方法

パスポート購入申込

 大人（18歳以上）　　　　　　　　 6,800円《通常料金：7,400円》
 中人（中学・高校生　12～17歳）　5,800円《通常料金：6,400円》
 小人（幼児・小学生　４～11歳）　  4,200円《通常料金：4,800円》

料　　金
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◆①～⑪の申込方法 抽 選
　11月26日（月）までに電話またはエンジョイライフなかの窓口
でお申込みください。11月30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｡
☆チケットのお引き取りは引換開始日から3週間以内にお願いします。
☆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

11
26
㈪まで

当選連絡
11 30

㈮まで

清水ミチコ・森山良子 初夢フェス in 武道館 ～ライブでアラモード～4
豪華ゲストのライブあり！トークあり！日本武道館で初夢フェス開催決定！
 ※4歳以上有料

 日 時 1月2日（水）　午後4時開演  会 場 日本武道館

 あっせん料金 全席指定  6,000円　お土産つき
　　　　　 （一般料金7,800円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

1 グローリー・ゴスペル・シンガース～クリスマス☆ゴスペル2018～
【曲目】「天使にラブソングを…」「アメイジング・グレイス」「ホワイト・クリスマス」他

 日 時 12月21日（金）　午後7時開演  会 場 なかのZERO 大ホール

 あっせん料金 全席指定  5,300円
　　　　　 （一般料金6,800円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

2 ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2018

 日 時 12月25日（火）　午後12時30分開演  会 場 東急シアターオーブ
（渋谷ヒカリエ11階）

 あっせん料金 S席  6,800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）

今年もあのクリスマスショーがやってくる！最高に楽しくてハッピーな劇場でのクリス
マスを体験を！ ※3歳以上入場可（膝上観劇不可）

アメリカ・カンパニー来日公演／英語上演　上演時間2時間予定（休憩含む）

ロシア国立 サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ
－レオニ－ド・ヤコブソン記念―　スペシャル・バレエ・ガラ

3

【演目】「くるみ割り人形」第3章「白鳥の湖」1幕2場「パキータ」より

 日 時 12月27日（木）　午後6時30分開演  会 場 Bunkamura オーチャードホール

 あっせん料金 全席指定 S席  5,200円
　　　　　　　  （一般料金7,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

良席

 日 時 1月6日（日）　午後3時30分開演  会 場 Bunkamura
オーチャードホール

 あっせん料金 S席  6,800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）

5 Bunkamura 30周年記念
N響オーチャード定期 2018/2019シリーズ 第101回

【指揮】ステファヌ・ドゥネーブ　【ヴァイオリン】イェウン・チェ
【曲目】メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲　他 ※未就学児入場不可
 ※14：45よりロビーコンサート開催

ⓒSWR ⓒNa-Young Lee
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が～まるちょば サイレントコメディ JAPAN TOUR 2018-2019
【作】HIRO‒PON
【演出・出演】が～まるちょば（ケッチ！／HIRO-PON） ※未就学児入場不可

 日 時 1月12日（土）　午後5時30分開演  会 場 TBS赤坂ACTシアター

 あっせん料金 S席   4,600円
　　　　（一般料金6,000円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

7

初春歌舞伎公演
【出演】市川海老蔵　他
【演目】鋭意選定中。

 日 時 1月6日（日）　午前11時30分開演  会 場 新橋演舞場

 あっせん料金 1等席  10,900円
　　　　（一般料金16,000円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数20枚）

6

なかのZERO新春能「絵馬」
【出演】野村萬斎、小島英明　他
　　　①狂言「二人大名」　②能「絵馬」

 日 時 1月26日（土）　午後2時開演  会 場 なかのZERO大ホール

 あっせん料金 全席指定 (一階席 )   4,000円
　　　　　　　　　  （一般料金5,100円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数20枚）

10

夫婦漫才
【原作】豊川悦司　【脚本】池田テツヒロ　【演出】ラサール石井
【出演】大地真央、中村梅雀、川﨑麻世、村上ショージ、竹内都子、吉沢京子、正司花江　他

 日 時 2月8日（金）　午後5時開演  会 場 明治座

 あっせん料金 S席   9,200円（一般料金12,000円） あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数10枚）

11

宝塚雪組公演 三井住友VISAカードミュージカル『ファントム』
【出演】望海 風斗、真彩 希帆

 日 時 1月17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   7,500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20枚）

8

ⓒ宝塚歌劇団
Photographer 野波 浩

新春浅草歌舞伎
【出演】尾上松也、中村歌昇、坂東巳之助、
　　　坂東新吾、中村種之助、中村隼人、中村橋之助

 日 時 1月19日（土）　午後3時開演  会 場 浅草公会堂
（東京メトロ銀座線・都営浅草線東武鉄道「浅草駅」徒歩5分）

 あっせん料金 1等席   6,200円　（一般料金9,000円）  あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数10枚）

9
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美術展
情報

◆ A～Dの申込方法
◆  11月22日（木）から電話予約と「 」で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。代引郵送を希望す
る方は電話でお申しつけください。

先着順：11月22日（木）から

※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。

会 期
休 館 日

開館時間

会 場
あっせん料金
あっせん数

11月28日（水）～平成31年1月20日（日）※会期中展示替あり
火曜日（ただし1月15日は午後6時まで開館）、
12月30日（日）～1月1日（火・祝）
午前10時～午後6時
※金・土曜日および12月23日（日・祝）、1月13日（日）は午後8時まで
※12月29日（土）は午後6時まで　※いずれも入館は閉館の30分前まで
サントリー美術館
一般　900円（当日券1,300円） 
1会員4枚まで（あっせん総数40枚）

扇の国、日本B
　細く折り畳める「扇」が、日本の発明品であることをご存知でしょうか。
　本展では、暮らしと広く関わり日本人が愛した悠久の扇の世界をご紹介します。

一の谷合戦図屛風　海北友雪
　六曲一双のうち右隻
江戸時代　17世紀
埼玉県立歴史と民俗の博物館

国立トレチャコフ美術館所蔵　ロマンティック・ロシアC
　19世紀後半から20世紀初頭の激動のロシアを代表する作家の風景画、風俗画、
人物画、静物画を、自然や人物像に宿るロシア的なロマンに思いを馳せて紹介します。

11月23日（金・祝）～平成31年1月27日（日）
11月27日（火）、12月18日（火）、1月1日（火・祝）のみ
午前10時～午後6時　※入館は閉館の30分前まで　
※金・土曜日は午後9時まで（入館は午後8時30分まで）
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）

会 期
休 館 日
開館時間

会 場
あっせん料金
あっせん数 イワン・クラムスコイ《忘れえぬ女（ひと）》

1883年　油彩・キャンヴァス ⓒThe State Tretyakov Gallery

特別展「顔真卿　王義之を超えた名筆」D
　本展は、書の普遍的な美しさを法則化した唐時代に焦点をあて、顔真卿の人物や書の本質に
迫り、後世や日本への影響に目を向け、王義之を超えて唐時代の書が果たした役割を検証します。

平成31年1月16日（水）～2月24日（日）
月曜日、2月12日（火）　※ただし2月11日（月・祝）は開館
午前9時30分～午後5時　※入館は閉館の30分前まで
※金・土曜日は午後9時まで
東京国立博物館　平成館
 一般　1,100円（当日券1,600円）　※中学生以下は無料
※障がい者とその介護者1名は無料（入館の際に障がい者手帳などを提示）
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
祭姪文稿（部分）　顔真卿筆
唐時代・乾元元年（758）
台北 國立故宮博物院蔵

　明治改元から150年、時代が転換するこの機会にあわせて日本を大きく変えていった
科学・技術の成果が一堂に集まります。

特別展「明治150年記念　日本を変えた千の技術博」A

10月30日（火）～平成31年3月3日（日）
月曜日、12/28（金）～1月1日（火・祝）、1月15日（火）、2月12日（火）
（ただし12月24日、1月14日、2月11日、2月25日は開館）
午前9時～午後5時　※入場は各閉館時刻の30分前まで
※金・土曜日、10月31日（水）、11月1日（木）は午後8時まで
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
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大相撲一月場所入場券大相撲一月場所入場券（両国国技館）

抽 選

興 行 期 間

会 場

あっせん料金

あっせん数

申 込 方 法

本場所時間割 ※開始時間はあくまで目安です。
 8：00 開場 15：45頃より 幕内土俵入り
 8：30頃より 前相撲 15：50頃より 横綱土俵入り
 8：40頃より 序ノ口～幕下取組 16：15頃より 幕内取組
14：20頃より 十両土俵入り 18：00頃より 弓取り式
14：40頃より 十両取組

近年の相撲人気のため、千秋楽、土日は席の確保が難しい状況となっております。
平日を含めた第２、第３希望日まで指定いただくと比較的お席が確保しやすくなります。

日付によっても時間は前後
しますので、必ずご確認を！
http://www.sumo.or.jp/

初日１月13日（日）～千秋楽１月27日（日）　【15日間】
※ 番付表は日本相撲協会のホームページ（http://www.sumo.or.jp/）
でご確認ください。

両国国技館　
開場：午前８時　閉場：午後６時

イスA席　7,300円 （一般料金 8,500円）
イスA席（お弁当・お茶付）
　　　　　8,800円  （一般料金10,300円）
１会員あわせて４枚まで

11月22日（木）までに電話、またはサービスセンター窓口
で希望観戦日を指定して（第3希望まで指定可能、ただしキャ
ンセル不可）お申し込みください。12月18日（火）～20日（木）に当選した方に電話でお知
らせします。販売スケジュールの都合上、お申し込みから当選連絡・チケットのお渡しまでに
お時間がかかります。ご了承ください。

★締切後のキャンセル・変更はできません。確実にご購入いただける日程でお申し込みください。
★ チケットのお渡しは12月25日（火）からを予定していますが年末年始を挟むため引き換え期間が短くなっ
ています。初日や二日目など前半の日程をご希望の方はお気をつけください。
★第２、第３希望日のチケットが当選の場合でもキャンセルはできませんのでご注意ください。

「東京・ミュージアムぐるっとパス2018」
（にゅうす５月号掲載）も引き続き販売中です　31年１月９日（水）まで販売

　東京を中心とする92の美術館・博物館などの入場券または
割引券がセットになった便利でお得なチケットブックです

有効期限

あっせん料金

あっせん数

最初に利用した日から２ヶ月間
（ただし最終有効期限は 
平成31年３月31日（日））

1,700円（大人料金のみ）
（通常料金2,200円）

１会員２冊まで
（あっせん総数60冊）
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1～4の申込方法（5は現地にてご購入ください）

券種・利用期間 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
（31年3月31日まで）

大人（高校生以上） 1,400円 2,200円

年度内6枚までこども（小・中学生） 800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

（31年3月31日まで）

大人（中学生以上） 900円 1,500円
年度内6枚まで

こども（4歳～小学生） 600円 900円

SKY CIRCUS
サンシャイン60展望台
（31年3月31日まで）

大人（高校生以上） 800円 1,200円

年度内6枚までこども（小・中学生） 400円 600円

幼児（４歳～小学生未満） 200円 300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えください。
　　　　　 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   利用期間、販売期間が変わることがあります。購入後の変更、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、エンジョイライフなかのへご予約の

うえ購入することをお勧めします。

1 としまえん チケット（入園+のりものフリー） 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・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 一般料金

法人フリーパス
（4月1日～31年3月31日）

10月1日（月）～
31年3月29日（金）まで 800円 10枚まで 300枚

大人（中学生以上）
 2,800～3,500円
こども（3歳～小学生）
・シニア（60歳以上）
2,300～2,500円

※ 9月28日（金）までにご購入いただいた方も10月1日（月）からは10枚までご購入いただけます。
★新イルミネーション「ホワイトランタジア」　開催期間：11月10日（土）～31年３月３日（日）

2 西武園ゆうえんち チケット（入園+アトラクション乗り放題） 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 あっせん総数 あっせん総数 一般料金

下期　のりもの１日券
（31年3月31日まで）

10月1日（月）～
31年3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

年度
3,500枚

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

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。
★イルミネーション「ウィンターファンタジア」　開催期間：10月27日（土）～31年２月24日（日）

3 サンシャインシティ チケット 先着順

　電話予約受付と 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か

月です。受付日から1か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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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。

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

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
（4月1日～31年3月31日） 31年3月29日（金）まで 1,700円 年度計15枚まで 250枚 3,240円

ティップ．クロス TOKYO ３店舗を含む、関東エリア44店舗でご利用可能です！

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！
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
（31年3月31日まで利用可能） 31年3月29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。

各種チケットに関するお願い
　このたび、エンジョイライフなかの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
買が行われていた事が判明しました。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
のような行為はエンジョイライフなかのの信用を低下させ、各施設との契約ができなくなるおそれがありま
す。ほかの会員の皆さまに多大な迷惑をおよぼす行為ですので、絶対にしないようお願い申しあげます。

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。
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

グルメチケットの枚数制限はありません。

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】

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） 1,960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）

TDCグルメチケット 900円（1,000円）

5 東京ドームシティ　パートナーメンバーズ



会員アンケート調査のお願い
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　日頃より「 」の事業運営に対するご理解、ご協力に感謝申し上げます。
　おかげさまで、会員数は3,800名を超え、様々な事業により区内中小企業に勤務する方や、中小企
業に従事する区民の方の福利厚生を支えております。今後とも、より良いサービスを継続的に提供し
ていくためには、会員の皆様のご意見を伺いながら、一層の効果的・効率的な事業
運営を進めていく必要があります。
　何かとご多用のところお手数をおかけしますが、調査の主旨をご理解のうえ、
下記アンケートへのご協力よろしくお願いいたします。

アンケート回答欄

Ｑ1（会員番号）
Ｑ2（会員属性）
Ｑ3（よくご利用されている事業）
C16 C1 D4 無し

Ｑ4（今後、積極的に利用したい事業）
無し

Ｑ5（今後さらに力を入れて欲しい事業）
Ａ1 Ｂ2 Ｃ3 無し

Ｑ6（今までご利用されていない事業）
Ａ1 Ｂ2 Ｃ3 無し

Ｑ7（共済給付事業の見直し）
Ｑ8（利用ガイドの見直し）
Ｑ9（その他、サービスについてのご意見、ご要望）

アンケート調査にご協力を！
より良いサービスを目指して

　１　回答は『にゅうす』に同封のアンケート用紙（折込）または HPから印刷した用紙でお願いします。
　２　アンケート用紙に下記記入例を参考に記号等でご記入ください。
　３　ご記入いただいた用紙は、１月31日（木）までに FAX送信または窓口にご提出ください。
　　※　アンケート結果は、本調査の目的以外には使用しません。

アンケート用紙　回答記入例

会員カードに記載されている「会員番号」をご記入
ください（例：Ｊ999-0001）

よく利用している事業の番号（用紙下記を参照）を
３つまで記入

積極的に利用したいと思う事業の番号（用紙下記を参
照）を３つまで記入、もし、無ければ「無し」に○を

利用していない事業の番号（用紙下記を参照）を３つ
まで、またその理由を記入、無ければ「無し」に○を

力を入れて欲しいと思う事業の番号（用紙下記を参
照）を３つまで記入、もし、無ければ「無し」に○を

該当の「□」に をご記入ください

※点線より切り取り、お手持ちの「利用ガイド」P.38にお貼りください。
　下記の施設と新規契約いたしました。ぜひご利用ください！

新規指定旅行代理店のご案内

★  回答にあたってのお願い  ★

該当の「□」に をご記入ください

No. 店舗名 ･所在地 営業時間・定休日 パック旅行割引内容 案内図

中野区中野3‒34‒28
中野マルイ３階
0570‒550‒984

JTB中野マルイ店
国内旅行
エース JTB 3％引き
※ＪR：航空付パックのみ
海外旅行
ルック JTB 3％引き
（旅物語除く）

中野マルイ ３階

ＨＰあり

営業時間
午前10時30分～午後８時
（午後７時30分まで受付）
定休日
不定休
（中野マルイの休業日）
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広告（セレモニー）

〔広告〕
15



伝 言 板◆サービスセンター事務局から
□会員拡大キャンペーン報告
　 　キャンペーン７月から９月まで実施した「会員拡大キャンペーン」では、期間中75人の方にご入会
していただきました。お知り合いのご紹介等、ご協力ありがとうございました。今後も皆さまに喜んで
いただけるようなサービス内容の充実を目指してまいりますので、よろしくお願いいたします。

◆「レジャー施設利用補助券」契約施設に関するお知らせ
□新江の島水族館の一般料金が改定されました
　 旧一般料金　2,100円　→　新一般料金　2,400円　※本人負担金は変わりません

◆「利用ガイド」記載内容の変更について　
□指定宿泊施設「ハイツ＆いこいの村」加入施設について（P.47）
　10月1日より、下記施設が加わり、21施設となります。
　【福島いこいの村なみえ】　住所：福島県双葉郡浪江町大字高瀬字丈六10　電話番号：0240-34-6161
□指定宿泊施設「伊東園ホテルズ」新規施設について（P.50）
　12月10日（月）より、下記施設が加わり、47施設となります。※予約は11月５日（月）より受付
　【油屋旅館】　住所：長野県諏訪市湖岸通り３-４-16　　電話番号：0570-086-780（ナビダイヤル）

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

産業振興センター2階
中野駅から徒歩5分

中野駅

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174号〔31年１月15日（火）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 ★ジェフグルメカード ★プレゼントコーナー
★プロ野球チケット（予告）  

12月の夜間営業窓口は、12月27日（木）です。
『利用ガイド　2018～』（P.1）の営業カレンダーに誤りがありました。お詫びし訂正いたします。

年末年始の営業について
12月29日（土）から平成31年１月３日（木）まで事務局は休業となります。
年末年始にご利用予定のチケット、補助券などはお早めにお受け取りください。

12月の夜間窓口営業日変更のお知らせ
原則として第２・第４金曜日を夜間窓口営業日としていますが、12月28（金）は事務局の都合により
27日（木）に変更させていただきます。お気をつけください。

からのお知らせ


