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申 込 締 切

１月24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６日（木）～３月６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、お電話でお申出ください。

●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） !

抽　選 ジェフグルメカード
全国共通お食事券 インターネットから

お申込み可能
です！

　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。

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　4,500円

◆ あっせん数
　 1会員 2セットまで
◆ あっせん総数
　 500セット



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／鴨川シーワールド感謝月間

　  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
エンジョイライフなかの窓口

 １月24日（金）まで　窓口、インターネットは午後５時、はがきは当日必着申 込 締 切
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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

! 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

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

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。

優待期間：2020年３月１日（日）～31日（火）
★３月は通常の割引よりもお得な特別入園優待期間です。
★下の「優待券」を切取り、Ｎカードを提示のうえ入園窓口に提出してください。
★ 「レジャー施設利用補助券」を併用すると、１枚につきさらに300円引きの、大人（高校生以上）2,100円、
小人（小中学生）1,140円、幼児（４歳以上）660円でご利用いただけます。

　※「レジャー施設利用補助券」以外の他の割引券との併用はできません。
　※シニア（60歳以上の方）も「大人」と同料金となります。
　※2020年３月６日（金）まで、工事のためアシカパフォーマンスは中止となっています。

鴨川シーワールド 感謝月間のお知らせ

ます

鴨川シーワールド感謝月間  優待券鴨川シーワールド感謝月間  優待券鴨川シーワールド感謝月間  優待券鴨川シーワールド感謝月間  優待券
3月1日（日）～31日（火）

（中野区勤労者サービスセンター）

●入園料金
大人（高校生以上） 2,400円×　　名
小人（小中学生） 1,440円×　　名
幼児（４歳以上） 　960円×　　名

※この用紙1枚で5名様までご利用いただけます。
※本券を切取り、Ｎカードを提示のうえ窓口にご提出ください。



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（水）から電話予約とエンジョイライフなかの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。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：1月22日（水）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なれません。ご注意ください。

ニューヨークが生んだ伝説の写真家　永遠のソール・ライターA
　まなざしが変わるほどの衝撃。伝説の写真家ソール・ライター展
2020年に待望の第2弾開催決定！本展では、前回の展覧会では発掘
しきれていなかった膨大なアーカイブの中から、世界初公開となる作
品を含む多くの未公開作品と豊富な作品資料を通して、ソール・ライ
ターのさらに知られざる一面を紐解き、その魅力に迫ります。

1月9日（木）～3月8日（日）
1月21日（火）、2月18日（火）
午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで） 
※毎週金・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

ソール・ライター 《セルフ・ポートレイト》1950年代、
ゼラチン・シルバー・プリント
© Saul Leiter Foundation

日本書紀成立1300年　特別展「出雲と大和」B
　令和2年（2020）は、我が国最古の正史『日本書紀』が編纂された養老4年（720）
から1300年という記念すべき年です。
　また、日本が国内外から大いに注目される年でもあります。「幽」と「顕」を象徴する地、
島根県と奈良県が東京国立博物館と共同で展覧会を開催し、出雲と大和の名品を一堂に
集めて、古代日本の成立やその特質に迫ります。
会 期
休 館 日
 
開館時間
 
会 場
あっせん料金
あっせん数

1月15日（水）～3月8日（日）
月曜日、2月25日（火） 
※ただし2月24日（月・休）は開館
午前9時30分～午後5時（入館は閉館の30分前まで） 
※ただし、会期中の金曜・土曜は午後9時まで開館
東京国立博物館 平成館（上野公園）
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）

特別展「江戸ものづくり列伝－ニッポンの美は職人の技と心に宿る－」C
　日本の伝統美術は、日本人の暮らしとともにありました。四季折々の生活シーンに応じて配される建具や調度品は、
人びとに潤いと彩りを与えました。豊かな遊び心と繊細な美意識－それを作り上げてきたのが「ものづくり」に生きる
職人たちです。本展では、特色のある5人の名工たちを取り上げます。また、ベニス東洋美術館所蔵「バルディコレク
ション」の日本初公開をはじめ江戸東京博物館の所蔵資料を中心に江
戸東京で活躍した職人たちの仕事と人生に光を当てます。

2月8日（土）～4月5日（日）
毎週月曜日（ただし2月24日は開館）、2月25日（火）
午前9時30分～午後5時30分 
（入館は閉館の30分前まで） 
土曜日は午後7時30分まで
東京都江戸東京博物館 1階特別展示室
一般700円（当日券1,100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



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24日（金）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。1月31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）｡

・チケットの引換期間は､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｡

落語ファン垂涎の豪華独演会が、2020年、春の東京をおおいに盛り上げます。どうぞご期待ください。
【出演】桂文珍
【ゲスト】桂南光

芸歴50周年記念 桂文珍 国立劇場20日間独演会1

 日 時 2月29日（土）　午後2時開演  会 場 国立劇場 大劇場（地下鉄「半蔵門」）

 あっせん料金 全席指定   3,800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）
※未就学児入場不可
※ゲストは変更となる場合がございます。予めご了承ください。

国際的に活躍する指揮者 西本智実と日本フィルハーモニー交響楽団がなかのZEROに登場！
新進気鋭のチェリスト 笹沼樹とお贈りする、若々しく力強い演奏をお楽しみください。
【出演】 西本智実（指揮）　笹沼樹（チェロ）　日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
【曲目】 ドヴォルザーク /チェロ協奏曲ロ短調　ベートーヴェン /交響曲第６番ヘ長調「田園」

フレッシュ名曲コンサート 早春コンサート 西本智実×日本フィルハーモニー交響楽団2

 日 時 2月29日（土）　午後2時開演  会 場 なかのZERO 大ホール
（JR/ 地下鉄「中野」）

 あっせん料金 SS席指定  4,100円（一般料金5,000円）  あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）※未就学児入場不可。

※曲目は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

小曽根真JAZZ LIVE
ジャンルを超えて躍進中の世界的ジャズピアニスト小曽根真が早春に鮮やかなステージをお届けします。
元来のジャズの特徴から、曲目は事前に決めず、当日のお客様の雰囲気や反応を見ながら選曲する

スタイルでお送りいたします。
【出演】小曽根真（ピアノ）
【ゲスト】中川英二郎（トロンボーン）

 日 時 3月1日（日）　午後2時開演  会 場 なかのZERO 大ホール
（JR/ 地下鉄「中野」）

 あっせん料金 全席指定  3,400円（一般料金4,200円）  あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）※未就学児入場不可
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観劇
コンサート

締　切

1
24㈮

抽 選

※3歳以下入場不可／4歳以上有料

4
『有頂天旅館』『有頂天一座』『有頂天団地』に続く渡辺えり・キムラ緑子の大ヒット 
“有頂天シリーズ”第4弾、2020年春に堂々決定！
明治43年の東京を舞台に、有頂天な恋文がつなぐ、笑って泣ける名作喜劇！！
【出演】渡辺えり　キムラ緑子　渡辺徹　他

 日 時 3月14日（土）
午後4時30分開演

 会 場 新橋演舞場
（地下鉄「東銀座」「築地市場」）

 あっせん料金 1等席   8,200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）

有頂天作家



観劇・コンサートチケット
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©宝塚歌劇団
Photographer LESLIE KEE（SIGNO）

 日 時 3月17日（火）
午後6時30開演

 会 場 東京宝塚劇場
（JR「有楽町」/地下鉄「日比谷」）

 あっせん料金 S席   8,100円
　　　 （一般料金9,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数20枚）

※3歳以上有料

【演目】 ミュージカル『ONCE UPON A TIME IN AMERICA 
（ワンス アポン ア タイム イン アメリカ）』

  Based on the motion picture Once Upon a Time in America (courtesy of New Regency 
Productions, Inc.) and the novel The Hoods written by Harry Grey．

【出演】望海風斗　真彩希帆　他

5 宝塚歌劇 雪組公演

 日 時 3月20日（金 ･祝）
午後1時30分開演

 会 場 東京国際フォーラム ホールC
（JR/地下鉄「有楽町」）

 あっせん料金 S席   10,400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）

※未就学児入場不可

アンドリュー・ロイド＝ウェバーの超大作ミュージカル
待望の再々演決定！1995トニー賞7部門受賞作品
【出演】 安蘭けい　松下優也　山路和弘　平野 綾　太田基裕　戸井勝海　浜畑賢吉　他

6 ミュージカル サンセット大通り

 日 時 3月26日（木）
午後7時開演

 会 場 サントリーホール
（地下鉄「六本木一丁目」「溜池山王」）

 あっせん料金 S席   3,400円
　　　（一般料金4,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

※未就学児入場不可
※曲目は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【出演】牛田智大（ピアノ）
【曲目】 J.S. バッハ /イタリア協奏曲 

ショパン / ワルツ第4番、ピアノ・ソナタ「葬送」、英雄ポロネーズ、4つのマズルカ、 
 幻想曲、バラード第4番、舟歌

©Ariga Terasawa

7 20歳となった俊英の現在（いま）を聴く
牛田智大 ピアノ・リサイタル

※3歳以上有 /2歳以下入場不可

笑って泣けるストーリー、喜びはじける音楽のパワー。
観る人の人生まで輝かせてしまうミュージカル『マンマ・ミーア！』が、

熱烈なアンコールにお応えして帰ってきます！4ヵ月半の期間限定公演、
このチャンスをお見逃しなく！

 日 時 4月18日（土）午後1時開演
 会 場 KAAT神奈川芸術劇場〈ホール〉

（みなとみらい線「日本大通り」「元町中華街」）

 あっせん料金 Ｓ席   9,400円（一般料金11,000円）
 あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数20枚）

撮影：下坂敦俊

8 劇団四季『マンマ・ミーア！』



東京ディズニーリゾート®情報
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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５時）



東京ドームシティ パートナーメンバーズ／プロ野球情報
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得10（とくてん）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。
https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/

営業時間  平　日：午前10時～午後7時
 土日祝：午前9時30分～午後7時
 ※イベント等により変更あり
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、TDC

グルメチケットの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（とくてん）チケット 2,500円

東京ドームホテル
レストランランチ券 2,800円（3,400円相当）

スパ ラクーア入館券（平日） 1,960円（2,900円）

スパ ラクーア
トリートメント＆ビューティー利用券 900円（1,000円）

TDCグルメチケット 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）

4歳～中学生・
シニア（65歳以上） 900円（1,200円）

熱海日帰り温泉
オーシャンスパ Fuua（フーア）

入館券（平日）
1,800円
※入湯税別

（2,750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 当日券

ふるさと祭り東京2020
ー日本のまつり・故郷の味ー
※小学生以下は大人1名の付添で4名まで無料

1月10日（金）～
1月19日（日）
〔10日間〕

大人（中学生以上）
1,190円

販売期間：イベント最終日まで
5ポイント 1,800円

第19回東京国際キルトフェスティバル
ー布と針と糸の祭典ー
※小学生以下は無料。但し大人の付添が必要

1月23日（木）～
1月29日（水）
〔7日間〕

大人（中学生以上） 
1,500円

販売期間：イベント最終日まで
6ポイント 2,200円

テーブルウェア・フェスティバル2020
～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2日（日）～
2月10日（月）
〔9日間〕

大人（中学生以上）
1,400円

販売期間：イベント最終日まで
6ポイント 2,200円

世界らん展2020
ー花と緑の祭典ー
※ 中学生以下は無料。但し要学生証提示。
　小学生以下は大人の付添が必要

2月14日（金）～
2月21日（金）
〔8日間〕

大人（高校生以上） 
1,500円

販売期間：イベント最終日まで
6ポイント 2,300円

令和２年度  プロ野球 チケット情報 
セントラルリーグチケット
　次号の「にゅうす181号（３月16日（月）発行予定）」に募集案内を掲載します。
　日程の早い試合については、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　２席 ◎神宮球場ヤクルト戦 　スターシート　２席

予　告



エンジョイライフ情報（アミューズメント＆フィットネス）
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1～4の申込方法（5は現地にてご購入ください）

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：としまえん　インフォメーション　TEL 03-3990-8800
券種・利用期間 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
（3月31日まで） 3月31日（火）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 4,300円
こども（3歳～小学生）
2,500～3,300円こども

（3歳～小学生） 1,000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」をご購入いただいた方も「下期　のりもの１日券」をご購入いただけます。
お知らせ   4月1日（水）より利用可能な「のりもの１日券」の販売につきましては、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、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。

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
（2019年４月１日～3月31日まで） 3月31日（火）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

※2019年9月30日（月）までにご購入いただいた方も再び10枚までご購入いただけます。
お知らせ   4月1日（水）より利用可能なチケットの販売につきましては、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 チケット（入園+アトラクション乗り放題） 先着順

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
（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

（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
（3月31日まで）

大人／学生（高校・大学・専門学校） 800円 1,200円／900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。

3 サンシャインシティ チケット 先着順

　電話予約受付とエンジョイライフなかの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ヶ月以内に引換えがない場合は自動的にキャンセルになります。
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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
（3月31日まで利用可能） 3月31日（火）まで 年度計

15枚まで
1,595円
（現地支払）

中野 （1日） 3,980円
サンプラザ（3時間） 2,750円

注 意   消費税率改定により2019年10月1日から利用料金・ビジター料
金が変更になっています。ご注意ください。

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   エンジョイライフなかの窓口にて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。

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

2019年度 施設利用チケット
（３月31日まで） 3月31日（火）まで 1,700円 年度計

10枚まで 150枚 3,300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

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！

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。

「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11日（土）～３月１日（日）の土・日・祝

西武園ゆうえんち　イルミージュ 
　★開催期間：１月10日（金）～２月29日（土）の金・土・日・祝
　　　　　　　３月１日（日）～４月５日（日）の土・日・祝

※営業時間、最新情報は各施設Webサイトでご確認ください。
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１月22日（水）までに、電話で希望の品物（１人１点）をお申込みください。
申込多数の場合は抽選とし、当選した方に１月27日（月）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。
※プレゼントはエンジョイライフなかの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

新春 プレゼントコーナー新春 プレゼントコーナー

申込番号 品　　　名 人数

東京ドーム

① 第19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：2020年1月23日（木）～29日（水） ５組

② テーブルウェア・フェスティバル2020　2枚1組入場ご招待券
（開催期間：2020年2月2日（日）～10日（月） ５組

③ 世界らん展2020―花と緑の祭典―　2枚1組入場ご招待券
（開催期間：2020年2月14日（金）～21日（金） ５組

④ 木下洋子デザイン　2020カレンダー　（壁掛約60×30㎝） ３名

⑤ ジャイアンツロゴ入り　トートバッグ　（約30×30㎝） ２名

シャトレーゼ ⑥
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
（2019-20スキーシーズン中のみ有効）

１名

たんばらスキーパーク ⑦ 2019-2020 SEASON 全日リフト1日券 特別ご招待券　2枚組
（2020年5月スキーシーズン終了まで有効） １組

八千穂高原スキー場 ⑧ リフト1日引換券　2枚組
（2019シーズン中（オープン～2020年4/5予定）の全日有効） １組

マウントジーンズ那須 ⑨ 2019-2020 SEASON マウントジーンズ那須 リフト1日券ご招待券　2枚組
（2020年3月スキーシーズン終了まで有効） １組

ハンターマウンテン塩原 ⑩ 2019-2020 SEASON リフト1日券ご招待券　2枚組
（2020年4月スキーシーズン終了まで有効） １組

㈱小田急リゾーツ ⑪ 木の花の湯　大湯無料ご入浴券　1枚
（2019年12月15日～2020年3月31日 除外日：1/1・2、2/19・20） ３名

ルートイン ホテルズ ⑫ ご宿泊優待券 1,000円
（2020年12月31日まで有効） ２名

西武鉄道㈱ ⑬ 西武鉄道　電車のある風景カレンダー　（壁掛約58×42㎝） １名

東京宝塚劇場 ⑭ 2020年宝塚スターカレンダー　（壁掛約75×51㎝） １名

㈱豊島園 ⑮ 2020年としまえんカレンダー　「トムとジェリー」デザイン
（壁掛約62×42㎝） １名

㈱横浜八景島 ⑯ 2020年版カレンダー　（壁掛約42×30㎝） １名

東京ディズニーリゾート® ⑰ ファンダフル・ディズニー オリジナルカレンダー2020　（壁掛約60×21㎝） １名

｢利用ガイド｣ に広告を掲載しませんか？

〔広告〕

隔年で発行しているエンジョイライフなかのの「利用ガ
イド」が、５月に発行されます。広告掲載をご希望の事業
所の方はエンジョイライフなかのまでご連絡ください。

規格 会員・契約事業所 一般事業所

A4判×1／8ページ 4,600円 6,600円

A4判×1／4ページ 8,300円 11,900円

A4判×1／2ページ 15,600円 22,300円

A4判×1／1ページ 30,200円 43,200円
 ※掲載位置はご指定いただけませんので予めご了承ください。



広告（セレモニー）

〔広告〕

事 事事事事事事事事前 の 登 録 や 、入 会 金 な ど は 要ありませんん必要ありませんん必要ありませ
会 員の皆 様 は 、いつ でも 「会 員 「会「会会 価格 」で ご 利 用いた だけ ま す

会員価格相談・見積り無料 24時間365日対応

お困りのときは、いつでもご相談ください
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伝 言 板◆サービスセンターの各種利用補助券ご利用に際して
　次号「サービスセンターにゅうす３月号」に、4月1日（水）以降ご利用いただける各種補助券を同封し
ます。補助券には、必ず会員番号および会員ご本人の氏名をご記入ください。ご家族の氏名を記入するケー
スが多く見られますので、お気をつけください。
　なお、お手もとにある2019年度の補助券は3月31日（火）がご利用期限となります。

◆指定旅行代理店・パック旅行（利用ガイド　P.38）
　「（株）エイチ・アイ・エス 中野営業所」は2020年１月より年末年始のほかに毎週木曜日が定休日とな
ります。

◆指定宿泊施設「ホテルマウント富士」（利用ガイド　P.43）からのお知らせ
　2019年９月から行われていた大規模改修工事の終了により、再びご利用が可能となりました。
　ご不明点はホテルマウント富士（電話：0555-62-2111）までお問い合わせください。

◆「伊東園ホテルズ」（利用ガイド　P.50）
■優待サービス終了のご案内（※電話予約のみが対象です）
　[終了日 ]３月31日（火）
　[内容 ]　大人の宿泊料金が【平日・休日】500円引、【土曜・祝前日・特定日】300円引
　※宿泊施設利用補助券との併用は可能ですが、他の優待券・各種割引プランとの併用はできません。
■１月４日（土）より下記の施設が加わり、全49施設となります。
　「西伊豆クリスタルビューホテル」静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須2102－１　TEL：0558-55-1111

2020年3月31日（火）まで
１枚900円（一般料金3,500円）※3歳未満無料
１会員４枚まで

有 効 期 限

あっせん料金

あ っ せ ん 数

スパリゾートハワイアンズ１日入場券
にゅうす９月号でご案内した「スパリゾートハワイアンズ１日入場
券」の販売を継続しています。残りわずかのため、なくなり次第終
了となります。ご了承ください。

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

産業振興センター2階
中野駅から徒歩5分

中野駅

　〒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

次号181号〔令和２年３月16日（月）発行予定〕のお知らせ

★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
★会費引落しのお知らせ ★補助券配布のお知らせ

どうぞご期待ください（一部変更になる場合もあります）。


