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申込締切
11月25日（木）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！P.２～３をご覧ください。

赤坂エクセルホテル東急A 品川プリンスホテルB

（写真は全てイメージです）

抽　選

吉祥寺聘
へい
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D新宿プリンスホテルC
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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280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。

※ 新型コロナウイルスの影響により、営業時間・定休日等の変更や臨時休業が行われたり、状況
により提供方法や内容が変更になる場合があります。詳細は各施設へお問い合わせください。
※ 感染拡大防止のため、席数を減らしての営業や、ご来店の際のマスク着用・手指の消毒・検温
等へのご理解とご協力をお願いいたします。
※体調不良や熱や激しい咳のあるお客様は入店をお断りする場合があります。ご了承ください。

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。

　エンジョイライフなかの窓口かはがき、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25日（木）まで
 窓口・インターネットは午後５時締切
はがきは当日必着
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（火）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（金）～12月21日（火）
期間内にエンジョイライフなかの窓口で当
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
に電話でお申出ください。

※ご購入後の払戻しはできません。

利用期間
12月３日（金）～令和４年１月31日（月）
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「エ
ンジョイライフなかの」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。
※ 満席等によりご予約いただけない場合がありま
すのでお早めにご予約ください。

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
エンジョイライフなかの　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 エンジョイライフなかの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 エンジョイライフなかの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。
https://www.nakano-kinrou.or.jp/
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【予約先】　電話：03-5421-1114（レストラン総合案内　午前10時～午後６時）
　　　　　所在地：東京都港区高輪4-10-30

品川プリンスホテル　「DINING＆BAR TABLE 9 TOKYO」（メインタワー39階）
B

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
（L.O. 午後２時30分）

4,300円
（5,650円）

プリフィックスランチコース
アミューズ、前菜（２品から選択）、メイン
ディッシュ（７品から選択、うち２品は要追加
料金）、デザート、パン、コーヒーまたは紅茶

除外日：12月24日（金）・12月25日（土）、12月31日（金）～令和４年１月
３日（月）

※ 同伴者がいらっしゃる場合は、別途料金となりますので、ご予約の際にお問い
合わせください。 （写真はイメージです）

【予約先】　電話：03-3205-1124（受付時間：午前10時～午後５時）
　　　　　所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-30-1

利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

午後５時～午後９時 3,600円
（5,500円）

ハーフブッフェ（ディナー）
メイン料理をお選びいただく、ハーフブッフェ
形式をお楽しみください。

除外日：12月18日（土）～12月26日（日）、令和４年１月１日（土）～１月５日（水）
※ドリンクは別料金となります。
　また、当日現地で追加料金をお支払いいただくと「飲み放題」となります。
　（90分：2,530円　120分：3,300円　※消費税・サービス料金込み）
※ 同伴者について、大人：4,200円、小学生：3,500円、４歳～未就学児童：2,500
円で利用できます（９名様まで）。

新宿プリンスホテル　「ブッフェダイニング プリンスマルシェ」（B2階）
C

（写真はイメージです）

【予約先】　電話：0422-21-0188
　　　　　所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-13-6新古谷ビル

利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

【平日】
午前11時～午後２時
午後５時～午後10時

【土・日・祝】
午前11時～午後10時

6,200円
（8,000円）

吉祥寺8,000円コース
四種前菜の盛り合わせ、具沢山のフカヒレスー
プ、海老のチリソースとマヨネーズソースの
紅白仕立て、本日の点心二種、ホタテと季節
野菜の炒め、豚バラ肉の黒酢煮込み　花巻添
え、牛ひき肉と水菜入りチャーハン、豆乳入
り杏仁豆腐（全８品）

除外日：令和４年１月１日（土）～令和４年１月３日（月）
※ドリンクは別料金となります。
※ご予約は２名様以上でお願いします。

吉祥寺聘
へい

珍
ちん

樓
ろう

D

（写真はイメージです）

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
（90分制）

3,000円
（4,000円）

ランチブッフェ
焼きたてのローストビーフがお薦めの一品で
す。是非ご賞味ください。ソフトドリンクバー
あり。ドリンクバー以外のジュース、アルコー
ル飲料は別料金が発生します。

除外日： 12月20日（月）～12月25日（土）、12月31日（金）～ 
令和４年１月２日（日）

※ 今後の状況により、ブッフェからセットメニューに変更になる可能性がござい
ます。ご予約時にご確認ください。
※ ブッフェに限り、チケット利用の大人１名様につき、小学生以下のお子様１名様が無料でご利用いただけます。
　それ以外のお子様は小学生1,700円、４才以上未就学児950円でご利用いただけます。

【予約先】　電話：03-3580-2331（受付時間　午前10時～午後６時）
　　　　　所在地：千代田区永田町2-14-3

A 赤坂エクセルホテル東急　「赤坂スクエアダイニング」（3階）

（写真はイメージです）
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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（月）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80枚）
申 込 方 法 　 11月22日（月）からエンジョイライ

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 　令和４年２月28日（月）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、エンジョイライフなかのまでご連
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ください）

●プリンススノーリゾート全国９か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＋場内利用券（1,000円分付き）

4,000円
（通常価格：リフト一日券のみ 

3,900円～6,000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

●全26コース最長滑走距離約6,000m！日帰り派もステイ派も満足の各専用施設が充実！

◆引換券利用期間
◆所 在 地

◆Ｔ Ｅ Ｌ

12月17日（金）～令和４年４月３日（日）  
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）

リフト１dayパス
（リフト・ゴンドラ共通一日券）

大人 3,000円（5,000円）
55歳以上

2,800円（4,500円）
中学・高校生

小学生 2,000円（3,000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下さい。）
※購入特典として、レンタルセット300円OFF、スクールレギュラーレッスン300円OFF、日帰りスキー
センタースパ200円OFF（特典はリフト１dayパスへ引換時にチケット売場でで割引券をお渡しします。）

C 舞子スノーリゾート　リフト１dayパス

◆引換券利用期間
◆所 在 地

◆Ｔ Ｅ Ｌ

12月25日（土）～令和４年３月27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 4,000円（5,400円）
シニア 3,500円（4,600円）
ジュニア 2,700円（3,600円）

※ジュニアは小学生、シニアは60歳以上です。
※４歳～未就学児童はキッズ券（1,500円）となります。
※４歳未満は大人１名につき１名無料（同乗）。2名以上はキッズ料金となります。
※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、同居家族様は割引料金で リフト券をご利用
いただけます。詳しくは利用ガイド57ページをご覧ください。

お得な割引料金情報
①シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳

②小海リエックス・スキーバレー　③八千穂高原スキー場
窓口でＮカードをご提示いただくと、リフト１日券が通常料金より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：①②12月18日（土）～令和４年３月13日（日）　③11月27日（土）～令和４年４月３日（日）
①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
②小海リエックス・スキーバレー 長野県南佐久郡小海町豊里5907 TEL 0267-93-2537
③八千穂高原スキー場 長野県南佐久郡佐久穂町千代里2093 TEL 0267-88-3866
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◆①～⑦の応募方法

　11月24日（水）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。12月1日（水）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。

観劇
コンサート

応募締切

11
24㈬

新国立劇場バレエ団「くるみ割り人形」1
 高度なパートナリングやテクニックが求められる主役のみならず、充実したダンサー陣容
を誇る新国立劇場バレエ団ならではの磨き上げられた舞台をご堪能ください。

※４歳未満入場不可
※ 政府および東京都の判断により、イベント収容率の制限に変更が生じた場合は、応募期間の途中でも受付
を終了する場合があります。ご応募をご希望の方はお早めにお申し込みください。

サンダーバード55周年シネマコンサート ～世界の人の命を守る科学と勇気の物語～2
 オリジナルスコアのサンダーバード楽曲を日本屈指の吹奏楽団、東京佼成ウインドオーケストラが見事なシンクロ演
奏で見せるシネマコンサート！

【出演】 指揮 : 西村 友　演奏 : 東京佼成ウインドオーケストラ　ピアノ : 松永貴志　コーラス : フォレスタ
【曲目】 第一話「SOS！原子旅客機」組曲、トレーシー島と国際救助隊、危険な賭け（ソロ

ピアノ：松永貴志）、サンダーバードのテーマ（コーラス：フォレスタ）ほか

 日 時 1月9日（日）　
午後3時開演

 会 場 東京オペラシティ コンサートホール
（京王新線「初台」）

 あっせん料金 Ｓ席  6,200円
　　　（一般料金8,000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／就学児以上有料

フォレスタ新春コンサート2022 in 中野3
フォレスタ独自のアンサンブルで豊かな音楽世界の広がりを目指します。

 日 時 1月12日（水）　
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  4,700円
　　　　　（一般料金6,500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
※出演者変更の可能性があります。

抽 選

※政府等の公的ガイドラインに基づき、対策をとって開催します。
※新型コロナウイルスの影響により、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・主催者からのご案内】

 日 時 12月26日（日）
午後2時開演

 会 場 新国立劇場 オペラパレス
（京王新線「初台」）

 あっせん料金 Ｓ席  10,700円
　　　（一般料金13,200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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劇団四季ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』4
 心に傷を抱えた男と壊れかけのロボットによる、トラブルだらけの旅。
男が大切なものに気づき、成長していく物語を、オリジナルの楽曲と華やかな演出で
彩ります。

※2歳以下入場不可／３歳以上有料（膝上観劇不可）

 日 時 1月15日（土）
午後1時開演

 会 場 自由劇場
（JR「浜松町」／地下鉄「大門」／
ゆりかもめ「竹芝」）

 あっせん料金 Ｓ席  10,300円
　　　（一般料金12,100円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数8枚）

hana ―1970、コザが燃えた日―6
 返還直前の沖縄で、激動の時代を必死に生きたひとつの家族。沖縄・本土・米国。
それぞれの想いがぶつかり合う中 葛藤を抱え迷いながらも、生きる道をみつめていく――

【出演】松山ケンイチ　岡山天音　神尾 佑　ほか

※未就学児入場不可。

 日 時 1月23日（日）
午後1時開演

 会 場 東京芸術劇場 プレイハウス
（JR／地下鉄／東武東上線 
／西武池袋線「池袋」）

 あっせん料金 Ｓ席  7,500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）

舞台　サザエさん7
物語は10数年後！？国民的人気作「サザエさん」の舞台化第2弾！
舞台版オリジナルストーリーでお贈りする、舞台『サザエさん』にご期待ください。

【原作】長谷川町子　【脚本・演出】田村孝裕
【出演】藤原紀香　葛山信吾　高橋惠子　松平 健　ほか

※６歳以上有料／５歳以下入場不可

 日 時 2月11日（金・祝）
午前11時開演

 会 場 明治座
（地下鉄「浜町」）

 あっせん料金 Ｓ席  8,500円
　　　（一般料金12,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数10枚）

梅沢富美男劇団
梅沢富美男特別公演　泉ピン子特別出演　後見人 梅沢武生

5

2022年新春公演は梅沢富美男と泉ピン子、最強の2人が登場！
芝居・歌謡ショー・舞踊の豪華3本立てで、究極のステージをお贈りします！

【演目】第一部　富美男とピン子の泣いて笑って霧の雨
　　　　　　　 〔出演〕梅沢富美男　泉 ピン子　後見人：梅沢武生
　　　　　　　　　　　丹羽貞仁　門戸竜二　竜小太郎　ほか
　　　 第二部　梅沢富美男　歌謡オンステージ
　　　 第三部　華の舞踊絵巻

 日 時 1月22日（土）　午前11時開演  会 場 明治座（地下鉄「浜町」）

 あっせん料金 全席指定  8,900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）

※６歳以上有料／５歳以下入場不可
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美術展
情報

◆ A～Cの申込方法
◆  11月22日（月）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、代金
引換郵便で郵送しますのでお申し付けください。

先着順：11月22日（月）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。

　聖徳太子（574～622）は、推古天皇の摂政となり国の礎を築く一方で、仏教を篤く信奉し、日本の仏教の出発点と
なった人物です。後世には聖徳太子への信仰が生まれ、諸宗派の名だたる高僧、貴族から庶民に至るまで、人々の尊崇
を集めてきました。　本展は、聖徳太子が没して1400年を迎えることを記念し、大阪 ･四天王寺のご協力のもと、そ
の生涯をたどりながら、現代まで続く信仰の広がりを数々のゆかりの名品によって紹介するものです。

サントリー美術館 開館６０周年記念展　千四百年御聖忌記念特別展 「聖徳太子　日出づる処の天子」A

11月17日（水）～令和4年1月10日（月・祝）
※作品保護のため、会期中展示替を行います。
火曜日（ただし11月23日、1月4日は開館）、12月28日（火）～1月1日（土 ･祝）
午前10時～午後6時
※金 ･土、および11月22日（月）、1月9日（日）は午後8時まで開館。
※いずれも入館は閉館の30分前まで。
サントリー美術館（東京ミッドタウン　ガレリア3階）
一般1,000円（当日券1,500円）
1会員4枚まで（あっせん総数30枚）

会 期
 
休 館 日
開館時間
 
 
会 場
あっせん料金
あっせん数

「聖徳太子童形像 ･六臣像」
桃山時代 16世紀､
大阪 ･四天王寺

ザ ･フィンランドデザイン展 － 自然が宿るライフスタイルB
　本展では、ヘルシンキ市立美術館監修のもと、マリメッコやフィンレイソンのテキスタイル、カイ ･フランクのガラ
ス工芸の他、陶磁器や家具などのプロダクトとともに、同時代の絵画などもあわせて展示。約250点の作品と約80
点の関係資料で、時代を超えて愛される名品が生み出されたフィンランドデザインの歩みをご紹介します。自然とと
もに生きる暮らしのなかで生まれた、フィンランドの人々の豊かな発想力と彩りにあふれる世界をお楽しみください。

12月7日（火）～令和4年1月30日（日）
1月1日（土 ･祝）のみ
午前10時～午後6時　※毎週金 ･土曜日は午後9時まで。
※入館は各閉館時間の30分前まで。
※会期中の全ての土日祝、および最終週1月24日（月）～30日（日）は【オン
ラインによる入場日時予約】が必要。最新情報はHPでご確認ください。
Bunkamura ザ・ミュージアム
一般　1,200円（当日券1,700円）
1会員4枚まで（あっせん総数30枚）

会 期
休 館 日
開館時間
 
 
 
会 場
あっせん料金
あっせん数

オイヴァ・トイッカ《「ポムポム」花瓶》、セッポ・サ
ヴェス《アンニカ・リマラ「リンヤヴィーッタ」ドレス、
ヴオッコ・ヌルメスニエミ「ガッレリア」テキスタイ
ルデザイン》、アルヴァ・アアルト《「サヴォイ」花瓶》

アール ･ヌーヴォーの華 アルフォンス･ミュシャ展 ～ミュシャとアール ･ヌーヴォーの巨匠たち～C
　アール ･ヌーヴォーの代表的画家として絶大な人気を誇るアルフォンス ･ミュシャ（1860～1939）。今回はミュ
シャの作品の中で一番人気の「夢想 シャンプノア」をはじめ、新たな展示品「星シリーズ四連作」など、華やかなパリ
時代を広告ポスター、装飾パネル、紙巻きたばこ「JOB」、ポストカード、メニュー、パッケージデザイン・装飾品・カ
レンダー、装飾資料集・装飾人物集、挿絵・書籍の8コーナーで展開いたします。あわせてアメリカ時代と祖国チェ
コに戻っての作品も展示いたします。総数500点を超えるミュシャの作品と同時代に活躍した多くのアール ･ヌー
ヴォーの巨匠たちの作品約50点を加え、華やかな雰囲気に触れる展覧会を開催いたします。

12月26日（日）～令和4年1月10日（月 ･祝）
1月1日（土 ･祝）
※12月31日（金）午後6時閉場
※最終日は午後5時閉場
※営業時間は小田急百貨店でお知らせいたします。
小田急百貨店　新宿店本館11階＝催物場
一般　700円（当日券1,200円）
１会員４枚まで（あっせん総数30枚）
都合により、催し物の開催、内容が変更もしくは中止になる場合があります。
混雑状況により、当日券の販売を中止または入場を制限する場合があります。
小田急百貨店では、新型コロナウイルス感染防止に向けた対策に取り組んで
おります。詳しくは小田急百貨店ホームページでお知らせしています。
ご来店の際はマスク着用など、ご協力をお願いいたします。

開催期間
休 館 日
開館時間
 
 
会 場
あっせん料金
あっせん数
注意事項

「夢想 シャンプノア」1897、
OGATAコレクション
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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

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

初日1月9日（日）～千秋楽1月23日（日）　【15日間】
※番付表は日本相撲協会のホームページ（https://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

席種 席の場所 曜日
あっせん料金（一般料金）

お弁当・お茶付き 席のみ

イス
Ｓ席

２階
１～３列目

※土・日・祝日
9,700円 8,100円

（一般料金11,300円）（一般料金9,500円）

平日
9,200円 7,700円

（一般料金10,800円）（一般料金9,000円）

※土・日・祝日で当選の場合、お席が4～6列目となる場合があります。
　その場合は下記の料金となります。
　・お弁当・お茶付き　　土日祝　8,800円（一般料金　10,300円）
　　　　　　　　　　　　平　日　8,400円（一般料金　  9,800円）
　・席のみ　　　　　　　土日祝　7,300円（一般料金　  8,500円）
　　　　　　　　　　　　平　日　6,800円（一般料金　  8,000円）

１会員あわせて４枚まで

11月22日（月）までに電話、またはエンジョイライフなかの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）お申込みください。12月14日（火）～17日（金）
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込みください。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。
★チケットの引換期間については当選連絡の際にお知らせします。新型コロナウイルスの影響で引換期間が短く
なる可能性があります。初日や二日目など前半の日程をご希望の方には申し訳ございませんが、ご理解・ご協力
をお願いします。

「東京・ミュージアム　ぐるっとパス2021」（にゅうす5月号～掲載）も引き続き販売中です！
令和４年１月７日（金）まで販売

　東京を中心とする99の美術館・博物館等の入場券や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。
最初に利用した日から2か月間
（ただし最終有効期限は令和4年3月31日（木））
2,000円（大人料金のみ）（通常料金2,500円）
1会員2冊まで（あっせん総数20冊）
新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館中の
施設もあります。各施設の詳細は「ぐるっとパス」ホー
ムページでご確認ください。

有 効 期 間

あっせん料金
あっせん数
注 意 事 項

※新型コロナウイルスの影響により、大幅な変更が生じる可能性があります。

新型コロナウイルスの影響により、時間が変更する場合があります。
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1～2の申込方法（3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
（令和４年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

※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

（令和４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

※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
（令和４年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、マスクの着用が必要となります。（着用がない場合は入場不可）

※未使用チケットの有効期限再延長

水族館

2020/3/31
2020/9/30→2021/12/312021/3/31
2021/9/30

展望台
2020/3/31
2021/3/31→2021/12/31
2021/9/30

1 サンシャインシティ チケット 先着順

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
（令和４年3月31日まで利用可） 令和４年3月31日（木）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。

　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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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～令和４年3月31日） 令和４年3月31日（木） 1,900円 年度計

６枚まで 60枚 3,300円

2 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 を含む、関東エリア各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。

よ み う り ラ ン ド 先着順

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 ワンデーパス
［入園+のりものフリー］
（～令和4年3月31日）

～売り切れ次第終了

大人 4,300円 各区分合わせて
5枚まで

（あっせん総数
200枚）

大人 5,800円
中高生 4,600円
小学生・シニア（65歳以上）
 4,000円

中高生 3,400円

小学生・シニア 3,000円
※ ジュエルミネーション開催中
申込方法    電話予約受付と窓口販売を行い、あっせん枚数に達した時点で受付を終了します。
　　　　　 ※未就学児（３歳～小学生未満）はあっせん料金でのお取り扱いはございません。現地にてお買い求めください。
　　　　　 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。

営業日などのお問い合わせ先：よみうりランド　インフォメーション　TEL 044-966-1111

3 東京ドームシティ　パートナーメンバーズ
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。
「得10チケット情報サイト」
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。
 ※ トリートメント＆ビューティー利用券は「エステ＆

リラクゼーションサロン券」に名称変更予定です。

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（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 3,400円（4,100円相当）

スパ ラクーア入館券 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

 1,800円（2,750円）
 ※入湯税別



こころとからだの元氣プラザ
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★ 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：https://www.genkiplaza.or.jp/dock/

お申込みはこちら　03-5210-6622
人間ドック専用　　月～金（祝祭日を除く）8：30～17：00
　　　　　　　　　土曜日　　　　　　　　8：30～12：00

受 診 期 間

検 査 内 容

令和４年１月６日（木）～３月31日（木） 

日帰り人間ドック
（血液検査・ウィルス・心電図・眼科・腹部超音波検査・胃部Ｘ線検査・
甲状腺刺激ホルモン検査・医師による結果説明等詳細はお申込時にご
確認ください。）

医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ
〒101-0051　東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地　神保町三井ビルディング２階

★新しくきれいな施設

★最新医療機器を設備

★ 男女別エリアで快適な環境

令和２年リニューアル！ ｢こころとからだの元氣プラザ｣ は神保町に移転しました！

人間ドックの通常料金55,000円が下記の通りとなります。

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、エンジョイライフなかの窓口で「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

利 用 方 法

受 診 施 設

受 診 料 金

Ｎカード提示＋補助券
5,000円利用時
44,500円

キャンペーン特別料金
35,000円

Ｎカード提示時
49,500円

キャンペーン特別料金
40,000円

キャンペーン期間中は、
通常料金より

9,500円
お得です！

※価格はすべて税込みです。

昼食は、提携先のお店でランチ（またはお食事券）をご用意しております。

会員様料金 同居ご家族様料金



東京ディズニーリゾート®コーポレートプログラム／補助券の契約施設に関するお知らせ／広告（小さなお葬式）

〈お申込み、内容に関するお問い合わせ〉
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サポートデスク TEL.045-330-0101

受付時間 午前10：00～15：00（年中無休）

　手軽にリゾートステイを楽しめるディズニーホテル
「東京ディズニーセレブレーションホテル®」の客室
料金を会員とそのご家族を対象に10％割引にてご利
用いただけます。

　宿泊期間：～令和4年3月31日（木）まで　　　
　予約期間：～令和4年3月30日（水）20：59まで

【予約方法】 「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用者専用サイト」
より購入ページにアクセスし下記のプランパスワードを入力の上、ご
予約ください。

プランパスワード ：  dcp.go2tdr.com 検索

2021年度　東京ディズニーリゾート® コーポレートプログラム

ⓒDisney

〔広告〕

「レジャー施設利用補助券」契約施設に関するお知らせ
■「箱根 駒ヶ岳ロープウェー」の一般往復運賃が改定されました。（レジャー施設利用補助券）
　大人1,600円　→　1,800円　　小人800円　→　900円
　※本人負担金は変わりません。
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サンリオピューロランド特別優待デー

｢にゅうす｣ に広告を掲載しませんか？

14

　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。掲載料金は下表の通
りとなります。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。
※会員事務所には「会員・契約事業所」料金でご掲載いただけます。
　なお、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。

実 施 日

所 在 地

券 種
}

利用方法

営業時間

規　格 1／8ページ 1／4ページ 1／2ページ 1／1ページ

会員・契約事業所 3,700円 6,500円 12,000円 23,000円

一般事業所 5,300円 9,300円 17,200円 32,900円

11月19日（金）～令和４年１月６日（木）

多摩市落合1-31
TEL：042-339-1111

パスポートチケット
（入場 +フリーアトラクション）
※2歳以下は無料
※小人は「レジャー施設利用補助券」を使用した方が安くなります。（負担金2,200円）

下の割引券を切り取り、利用当日来場予約QRコードと一緒にサンリオピューロランドの
チケット窓口に提示してください。
ご入場には来場予約が必要となります。詳細はHPをご確認ください。
本券１枚で5人まで有効。

HPにてご確認ください。 HP  https://www.puroland.jp/

© 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1310042



広告（セレモニー）

〔広告〕

中野区勤労者サービスセンター会員の方は、事前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、お電話でお問い合わせください。

〒164-0003
東京都中野区東中野 3-17-15
セレモ共済会 ・ 株式会社セレモニー

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

セレモ共済会 検 索

大切な方とお別れのとき

事前に相談や見積りをしたい

終活の詳しい資料がほしい

お葬式の悩みを解決したい
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伝 言 板
◆年末年始の営業について
　12月29日 ( 水 ) から令和４年１月３日（月）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。

◆「利用ガイド」記載内容の変更について　
□「フィットネスクラブ ティップネス」（P.34）
　令和3年度から１会員あたりのあっせん数が変更になりました。 年度内8枚 → 年度内6枚
□下記の契約施設はグループ会社の吸収合併に伴い社名が変更となります。
　指定旅行代理店「㈱近畿日本ツーリスト首都圏」（P.37）
　「株式会社近畿日本ツーリスト首都圏」⇒「近畿日本ツーリスト株式会社」　（令和３年10月１日～）
□下記の契約施設は利用内容が変更となりました。
　指定店　「石内丸山スキー場」（Ｐ .57）
　【割引内容】　※割引内容は2021－22シーズンです。

１日券
大　　人　5,400円 → 4,600円
ジュニア　3,600円 → 3,100円
シ ニ ア　4,600円 → 4,100円

２日券
大　　人　9,800円 → 8,800円
ジュニア　6,400円 → 5,800円
シ ニ ア　8,300円 → 7,700円

　【備考】ジュニアは小学生、シニアは60歳以上。４歳～未就学児童はキッズ券1.500円。
　　　　  ４歳未満は大人１名につき１名無料（同乗）。２名以上はキッズ料金。※会員本人を含め５名ま

で割引可。

◆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
　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６人の方にご入会いただきました。 
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。
□郵便物の到着時期について
　令和３年10月１日より、普通郵便・ゆうメールの土曜日配達が休止になったため、金曜日にご依頼さ
れた補助券などの郵送物については、到着までにこれまでよりも１日ほど多くかかる可能性があります。
日数に余裕をもってご依頼ください。
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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。
　　変更になる場合は、ホームページでお知らせします。

中野区勤労者サービスセンター

次号192号〔令和4年１月17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®コーポレートプログラム ★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） 　　　　　　　　　　　　ほか

どうぞご期待ください（一部変更になる場合もあります）。


