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申 込 締 切

１月26日（火）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８日（月）～３月８日（月）
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！

　今年もあっせんします！　ジェフグルメカードは有効期限がなく全国約35,000店舗でご利用いただ
けるうえ、各加盟店でのお持ち帰り需要にも対応しております。※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
旧年中は新型コロナウイルスの影響により会員の皆さまにはご迷惑をお掛けいたしました。
そのような状況においても、会員の皆さまのご理解を賜り心より感謝申し上げます。
本年はサービスの向上を目指して参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

◆ 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
　 300セット



ジェフグルメカード申込方法／スキーリフト・ゴンドラ券 引換券

ジェフグルメカードの申込方法について
　  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。
 　　https://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26日（火）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

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 https://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。

ます

スキーリフト・ゴンドラ券 引換券

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

申 込 方 法 　 エンジョイライフなかので、電話予約受付と窓口販売を行っています。
◆お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 　2021年２月26日（金）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。

取扱いチケット 　 Ⓐ プリンススノーリゾートスキー場共通リフト１日券
 　Ⓑ 石打丸山スキー場　１日券引換券

 　Ⓒ 舞子スノーリゾート　舞子１day パス

　にゅうす11月号（vol.185）であっせんした「スキーリフト・ゴンドラ券　引換券」を引き続き販売し
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。在庫状況についてはエンジョ
イライフなかのまでお問い合わせください。

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各施設に直接お
問い合わせください。
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美術展チケット
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美術展
情報

◆ A～Bの申込方法
◆  1月22日（金）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。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（金）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。

写真家ドアノー／音楽／パリA
　フランスの国民的写真家ロベール・ドアノー（1912-1994）は、パリを舞台に多くの傑作を生みだし、世界で最も
愛され続けている写真家のひとりです。本展は、パリの街角にあふれるシャンソンやジャズなど様々な音楽シーンを
題材に1930年代から90年代にかけて撮影された、ドアノー独自の音楽的感覚に富
んだ作品約200点で構成されます。2018年末から2019年春にかけて、フランス・
パリ19区にある“フィルハーモニー・ド・パリ”内の音楽博物館で開催され大好評を
博した展覧会を基に、日本向けに再構成した巡回展です。

2月5日（金）～3月31日（水）
会期中無休
午前10時～午後6時まで（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）
※金・土曜日の夜間開館につきましては予定のため、変更になる可
能性もございます。
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

写真展「オードリー・スタイル　飾らない生き方」B
　1929年にベルギーで生まれたオードリー・ヘプバーン。バレリーナを夢見ていましたが、フランスの小説家コレッ
トに見いだされ、1951年のミュージカル「ジジ」でブロードウェイデビューを果たします。同時にハリウッド映画
「ローマの休日」の王女に抜擢され、気品に満ちたプリンセスを可憐に演じ、スターの道を歩きはじめます。彼女の前
髪を短く切り、サイドをカールした髪型は「ヘプバーンカット」として多くのメ
ディアや雑誌にとりあげられました。「麗しのサブリナ」「パリの恋人」「ティファ
ニーで朝食を」「マイ・フェア・レディ」…。女優としてはもちろんのことくるぶ
し丈のサブリナパンツやフラットシューズ、シンプルなブラックドレスなど、オー
ドリーは新しい時代をリードするファッションアイコンとなり、誰もが彼女の魅
力に夢中になりました。晩年はユニセフ親善大使として厳しい環境に生きる子供
たちへの援助活動にも貢献しました。女優として、女性として、母として、ひとり
の人間としてオードリーの信念ある生き方は、今も多くの人の共感を得ています。
本展では、オードリー・ヘプバーン（1929～1993）の飾らない生き方を著名な
写真家の作品を中心に約130点の写真で展観します。
会 期
休 館 日
開館時間
 
会 場
あっせん料金
あっせん数

2月16日（火）～3月7日（日）
会期中無休
午前10時～午後7時（入場は午後6時30分まで）  
※最終日は午後6時まで（入場は午後5時30分まで）
日本橋三越本店 本館7階 催物会場
一般 500円（当日券 1,000円）
1会員4枚まで（あっせん総数50枚）

ハリウッド近くのホテルにて 1953
Ⓒ Bob Willoughby/mptvimages.com

三越伊勢丹アプリの
ダウンロードはこちら

※土日祝日に限り【オンラインによる入場日時予約】が必要となります。詳細は展覧会HPをご確認ください。

※入場は事前予約制となります。詳しくは「三越伊勢丹アプリ」の「イベント【予約】」をご覧ください。
※ 入場予約には事前に三越伊勢丹アプリのダウンロード・会員登録とYahoo! JAPAN ID の両方が必要とな
ります。
※ 詳しくは三越伊勢丹アプリ 写真展「オードリー・スタイル　飾らない生き方」でご確認ください。（1月13
日予定）

ロベール・ドアノー
《流しのピエレット・ドリオン》

1953年　ゼラチン・シルバー・プリント
©Atelier Robert Doisneau/Contact



観劇・コンサートチケット
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◆①～⑤の申込方法

　1月25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。2月1日（月）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｡

朗読劇「ななしのルーシー」はリチャード・コネルによる短編小説「レピュテーショ
ン」が原作。デマや嘘に惑わされやすい民衆の姿や、“世論”の脅威と脆さが描かれ
た本作に、演出家・星田良子が、独自のユーモアとサスペンスを加えた喜劇です。

【出演】浅丘ルリ子　六角精児　妹尾正文

朗読劇「ななしのルーシー」2

 日 時 3月5日（金）　午後2時開演
3月6日（土）　午後2時開演

 会 場 なかのZERO 大ホール
（JR「中野」）

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

 あっせん数 1会員2枚まで
（あっせん総数 各10枚）

※未就学児入場不可
※会場内ではマスクの着用を必須とさせていただきます。必ずご持参ください。

観劇
コンサート

応募締切

1
25㈪

抽 選

 日 時 2月21日（日）
午後1時開演

 会 場 東京国際フォーラム ホールＡ
（JR・地下鉄「有楽町」）

 あっせん料金 S席   7,200円
　　　 （一般料金9,800円）

 あっせん数 1会員４枚まで
（あっせん総数10枚）

※R15+指定：15歳未満のお客様のご来場は、ご遠慮ください。
※英語上映、日本語字幕付き

映画「JOKER」を大スクリーンで全編上演しながら、音楽をオーケストラで生
演奏するシネマコンサート。
映画をライブ感覚で体感できる、贅沢な公演となっております。

【演奏】東京21世紀管弦楽団
【指揮】上野正博
【上映作品】『JOKER』

1 JOKER LIVE IN CONCERT

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、公演の中止や変更が急遽決定する場合があります。
※会場での検温 (37.5度以上は入場不可 )、マスクの着用にご協力をお願いいたします。
※ 感染予防対策のため、座席が連番にならない可能性、ご購入の席位置から隣に移動していただく可能性があります。 
また、感染症予防対策の緩和に伴い、お隣が空席でなくなる場合もあります。

※お申込み前、来場前には各公演公式HPより最新情報のご確認をお願いいたします。
※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外の払い戻しはいたしません。

【新型コロナウイルス感染拡大防止および感染予防対策について各劇場からのご案内】



観劇・コンサートチケット
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※未就学児入場不可

5
日系家族の実話を描いた感動のミュージカル！
世代を超えて心に響く家族の物語！

【出演】濱田めぐみ　海宝直人　中河内雅貴　小南満佑子
　　　 上條恒彦　今井朋彦　渡辺 徹　ほか

 日 時 3月20日（土・祝）　
正午開演

 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）

ミュージカル「アリージャンス～忠誠～」

物語の舞台は19世紀のパリ・オペラ座。
そこに描かれるのは地下室に潜んだ怪人の激しく切ない究極の恋…。
国内700万人を魅了した伝説的な名作ミュージカル。

オペラ座の怪人3

 日 時 3月13日（土）　午後1時開演 
 会 場 清水建設ミュージカルシアター 

JR東日本 四季劇場 〔秋〕
（JR「浜松町」/地下鉄「大門」）

 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）

※3歳以上有料（膝上観劇不可）／2歳以下入場不可

撮影者：野田正明

林家木久扇 芸能生活60周年記念公演
「笑点」でおなじみ林家木久扇の芸能生活60
周年を記念し、豪華ゲストを迎えて至極の笑い
をお届けします。

【出演】 林家木久扇　春風亭小朝　林家木久蔵
【ゲスト】三遊亭好楽　風間杜夫

※6歳以上有料／5歳以下入場不可

4

 日 時 3月16日（火）　午後1時開演
 会 場 明治座（地下鉄「浜町」）

 あっせん料金 全席指定  4,500円
　　　　　（一般料金5,800円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）



スパリゾートハワイアンズ／「利用ガイド」記載内容の変更について
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 １日入場券

※ 新型コロナウイルスの影響により営業時間
やショーの時間等一部サービス内容を変更
して営業しています。
　 また、入口での検温（37.5度以上は入館不
可）・マスクの着用（着用がない場合は入館
不可）・手指の消毒等の感染拡大予防策を実
施していますのでご理解とご協力をお願い
いたします。
　詳細は公式ホームページをご確認ください。

利 用 期 間
販 売 期 間
あっせん料金
あっせん数

６月30日（水）まで
３月31日（水）まで
１枚1,000円（一般料金3,570円）※3歳未満無料
１会員６枚まで

　にゅうす９月号（vol.184）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。

 ◆「利用ガイド」記載内容の変更について　
□下記の施設は2020年11月11日より店舗移転し、連絡先に変更があります。
　［指定店］バスツアー利用補助券 「クラブツーリズム」取扱窓口（P.31）
　［指定店］「近畿日本ツーリスト首都圏 新宿サロン営業所」（P.37）

店舗名 新宿店
住　所 新宿区新宿３-４-８　京王フレンテ新宿三丁目 １階
電話番号 03-3354-4021（変更なし）

営業時間
　平　日　：午前11時～午後７時
土・日・祝：午前11時～午後６時

定休日 年末年始

□下記の施設は割引対象店舗について一部変更があります。
　[指定店] 
　・ 「グランドニッコー東京 台場」（P.53）割引対象店舗「広東料理 銀座［桜蘭］は１月11日をもって
閉店となります。

　・ 「㈱京王プラザホテル(新宿)」（P.54）＜バー・ラウンジ＞の割引対象店舗は２月１日より５店舗へ
変更となります。

□下記施設は3月31日をもって契約解除となります。
　［指定宿泊施設］　「旧軽井沢ホテル東雲」（P.43）　「ハイツ＆いこいの村（公共の宿）」（P.47）
□ 指定宿泊施設「休暇村」（P.48）の下記２施設は各施設の冬季休館後３月31日をもって営業終了とな
ります。（冬季休館後の営業再開はありません。）

　「休暇村吾妻山ロッジ」2020年11月15日から冬季休館
　「休暇村雲仙」2020年12月１日から冬季休館
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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！

得10（とくてん）チケット　対象施設・必要ポイント（一例）

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 2,700円（最大6,000円相当）

東京ドームホテル
レストランランチ券 2,900円（3,500～      4,100円相当）

スパ ラクーア入館券（平日） 2,000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）

宇宙ミュージアム
TeNQ 入館券

一般 / 学生 1,400円（1,800円 /1,500円）

4歳～中学生・
シニア（65歳以上） 1,000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

必要ポイント 対象施設・内容

10P 東京ドームシティ アトラクションズ　ワンデーパスポート（大人・シニア・中人）

10P 東京ドームホテル３F スーパーダイニング「リラッサ」ランチブッフェ（90分制）

10P フィットネスクラブ東京ドーム 1日券（トレーニングジム・スタジオ・プール）

8P スパ ラクーア入館料

5P 宇宙ミュージアムTeNQ入館料

3P 東京ドームボウリングセンター（5Ｆフロア） ボウリング2ゲーム

2P アソボ～ノ！ こども（60分） もしくは おとな（入館料）

令和３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187号（３月15日（月）発行予定）」に募集案内を掲載予定です。
　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

大人気
商品！
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3～4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
（3月31日まで）

大人（高校生以上） 1,600円 2,400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

※ 2020年度から「大人（高校生以上）」のあっせん料金が変更になりました。（仕入価格改定のため）
※混雑緩和のため「日時指定WEB整理券」の取得が必要となります。
取得期間    ２日前の0：00～各回入場開始時間の10分前まで※前売券購入前でも取得可
取得方法  PCかスマートフォンで取得
　　　　　  PCの場合、整理券を取得後QRコードをプリントアウトするか携帯（ガラケー）

にQRコードを転送してください。
　　　　　 ※遊び予約サイト「アソビュー」への会員登録（無料登録）が必要となります。

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

※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。

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

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。
　　　　　  入場の際、マスクのマスクの着用が必要となります。（着用がない場合は入場不可）

※

3 サンシャインシティ チケット 先着順

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

大規模改修工事に伴い利用できないエリアがあるため、2020年度は法人フリーパス（入園+アトラクション
乗り放題+プール利用）の発行はありません。
その他のチケットの取扱いについては未定のため、決定次第にゅうす、窓口などでお知らせします。

2 西武園ゆうえんち チケット 先着順

2020年8月31日をもって閉園となりました。

　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。
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〔広告〕

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
（3月31日まで） 3月31日（水）まで 1,900円 年度計

8枚まで 80枚 3,300円

※2020年度から施設利用チケットのあっせん料金が変更になりました。

※

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：https://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

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（水）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

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・利用者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。

※ 法人特別会員登録をご希望の方はエンジョイライフなかの窓口でのご申請が必
要です。
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｢にゅうす｣ に広告を掲載しませんか？
　ご覧いただいている「にゅうす」（本紙）に事
業所の広告をご掲載いただけます。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
1／8ページ 3,700円 5,300円
1／4ページ 6,500円 9,300円
1／2ページ 12,000円 17,200円
1／1ページ 23,000円 32,900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。

１月22日（金）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（水）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

シャトレーゼ ①
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
（2020－21スキーシーズン中のみ有効）

１名

たんばらスキーパーク ② 2020－2021 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 ③ リフト１日引換券　２枚組
（2020－21シーズン及び2021－22シーズンの２シーズン有効） １組

マウントジーンズ那須 ④ 2020－2021 SEASON マウントジーンズ那須 リフト１日券ご招待券　２枚組
（2021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 ⑤ 2020－2021 SEASON リフト１日券ご招待券　２枚組
（2021年４月スキーシーズン終了まで有効） １組

ルートインホテルズ ⑥ ご宿泊優待券 1,000円　１枚（2020年12月１日より１年間有効） 1名

東京ディズニーリゾート® ⑦ 東京ディズニーリゾート カレンダー (壁掛） 1名

新橋演舞場 ⑧ 歌舞伎カレンダー (壁掛） 1名

東京宝塚劇場 ⑨ 2021年宝塚スターカレンダー 1名

東京ドーム ⑩ 2021カレンダー 3名

〃 ⑪ 読売ジャイアンツ2020セ・リーグ優勝記念オリジナルエコバッグ 3名

〔広告〕



広告（セレモニー）

〔広告〕

「終活準備セット」は、下記フリーダイヤルまたはホームページ
 よりご請求いただけます。 お気軽にご依頼ください。

中野区勤労者サービスセンターの会員の方は、事前の登録等は不要で特別な会員価格でご利用いただけます。 詳しくはお電話またはホームページよりお問い合わせください。中野区勤労者サービスセンターの会員の方は、事前の登録等は不要で特別な会員価格でご利用いただけます。 詳しくはお電話またはホームページよりお問い合わせください。

LINE公式アカウントを開設いたしました

公式アカウントでは、葬儀の相談
や見積り依頼、葬儀の事やお近く
の式場を調べることができます。

他にもホームページを見たり電話
をかけることもできます。

LINE公式アカウントを開設いたしました

ームページ
。

ンア ンア トをウカ式アカウントを式ア式アカアカウントを開LINE公LLINNE公E公式公式公公式式式L EENI 公公公式式 開開開

株式会社セレモニー

友だち追加はこちらから

友だち追加の方法 ： スマートフォンの
カメラ（QRコードリーダー）で上記 QR
コードを読み取り、［追加］ をタップして
ください。

お困りの時は、いつでもご相談ください

0120-41-4021 年 中 無 休
24時間受付 https://www.ceremo.jp

セレモ共済会

〒164-0003 東京都中野区東中野 3-17-15株式会社セレモニー

検 索
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伝 言 板
◆指定宿泊施設「四季倶楽部」に関するお知らせ
■『2020年度優待プラン』について
【期　　間】2021年1月11日（月・祝）～2月28日（日）
　　　　　 ※土曜および梅祭り期間の熱海青青荘・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1,100円引き（添い寝のお子様は除く）
【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、

中野区勤労者サービスセンターの会員であることを入力のうえ、「優待プランでの宿泊希望」
と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。）

◆給付金の請求を忘れていませんか？
　給付金には、祝金（結婚・出産・入学・成人・銀婚・金婚）、見舞金（入院・
障害・住宅災害）、死亡弔慰金があります。入会の日以後6か月を経過した後
に発生した給付事由が対象です。
　給付事由が発生した日から1年以内にご請求ください。詳しくは「利用ガ
イド」P.11～15をご覧ください。 

◆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(木)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、ご注意ください。
　なお、お手もとにある2020年度の補助券は３月31日(水)が利用期限となります。
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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

中野
バプテスト
教会

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 https：//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187号〔令和３年3月15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）。


