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区内共通商品券「なかのハート商品券」抽　選

お近くの加盟店でご利用ください！
・中野区商店街連合会が発行している額面500円
の金券です。
・加盟店は中野区内に約1,200店あります。
◆ あっせん内容　 500円券10枚で１セット

（5,000円分）
※商品券の有効期限は2027年３月31日です。
◆ 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　450セット

取扱店の目印です！

※ おつりが出ないので、500
円以上のお買い物にご利用
ください。

応 募 締 切

５月27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

６月７日（火）～７月８日（金）
期間内に必ずお引換えをお願い
します。

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。

※代引きによる郵送をご希望の場合は、お電話でお申
込みください。

後５時、

金）））））））））））））））
い

インターネット
から応募可

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。） !

※ 昨年度よりもあっせん数を大きく
増量しています。

　ぜひご応募ください！
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「なかのハート商品券」の申込方法について

 ５月27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

インターネット 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。
 　　※自動返信のメールは当選のお知らせではありません。

　  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。

申 込 方 法

は が き
エンジョイライフなかの窓口

①なかのハート商品券
②希望セット数
　 （会員を複数併記した場合、必ず各会員
の希望セットと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

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

! 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

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+プール利用）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

一日レヂャー切符
引換券

（４月１日～９月30日）

５月23日（月）～
売り切れ次第終了

大人・小人共通
［中学生以上］ 3,800円

各区分あわせて
５枚まで

大人（大人・小人共通）
［中学生以上］4,400円
小人
［3歳～小学生］3,300円

小人
［３歳～小学生］ 2,900円

申込方法 　 ５月23日（月）から電話予約とエンジョイライフなかの窓口での販売を行い、あっせん枚数に達した時点で
受付と販売を終了します。

※チケット購入後の区分の変更、払戻しは一切できません。譲渡・転売は禁止します。
※利用期間・料金は変わることがあります。
※ あっせん枚数に達した時点で受付・販売を終了しますので、エンジョイライフなかのへ電話でご予約のうえ購入するこ
とをお勧めします。

ご 注 意
・  ３歳から入園料・乗り物料が必要となります。２歳以下は無料です。
・身長や年齢による乗車制限規定があります。
・  特別有料催事等、「一日レヂャー切符」ではご利用できないものも
あります。
・  プールは、小学３年生以下の方のみでの入場はできませんので、
必ず16歳以上の保護者の方と一緒にご利用ください。
・  園内でお食事やお買い物を満喫するには「西武園通貨（非課税）」が
必要です。
・営業時間・休園日は季節により変動があります。
　詳しくは西武園ゆうえんちホームページをご覧ください。

営業日・営業時間などのお問い合わせ先：西武園ゆうえんち　TEL 04-2929-5354

TM & © TOHO CO., LTD.
©TEZUKA PRODUCTIONS

New!!
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美術展
情報

◆ A～Bの申込方法
◆  5月23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つけください。

先着順：5月23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。

東京・ミュージアム ぐるっとパス２０２２A
「ぐるっとパス2022」は誕生から20年を迎え、101施設が参加！
チケットブックからカード（QRコード付き）へ変更になります。
東京を中心とする101の美術館・博物館等の入場券や割引券がセッ
トになったお得な QRコードチケットです。
豊島区立熊谷守一美術館が、新たに参加します。
国立西洋美術館、石洞美術館、三井記念美術館、泉屋博古館東京、松岡
美術館、SOMPO美術館の6つの個性的で魅力的な美術館が再参加し
ます。

101の美術館・博物館・動物園・水族園・植物園・庭園
※対象施設指定の展示に１回のみご利用いただけます。
最初に利用した日から2か月間
（ただし最終有効期限は、２０２３年3月３１日（金））
2,000円　※大人料金のみ（通常2,500円）
1会員2枚まで（あっせん総数20枚）
※ 「入場できる展示」と「割引券」として使える展示
がございます。

※臨時休館中の施設もございます。
　 最新情報を対象施設の公式ホームページでご確認ください。

対象施設

有効期間
 
あっせん料金
あっせん数

ご購入にあた 
ってのご注意

ボテロ展　ふくよかな魔法B
　日本国内で26年ぶり大規模展　《モナ・リザの横顔》世界初公開
　南米コロンビア出身の美術家、フェルナンド・ボテロ（1932～）
　1950年代後半から欧米で高く評価され、今日では現代を代表する美
術家のひとりに数えられています。
　ボテロ作品を特徴づけているのは、あらゆるかたちがふくらんでいる
ということ。
　彼のモチーフは、人物も動物もふくよかで、果実は熟れきっているか
のように膨らみ、楽器や日用品さえも膨張しています。
　ボリュームを与えられた対象には、官能、ユーモアやアイロニーなど複
雑な意味合いが含まれ、観る人のさまざまな感覚に力強く訴えかけます。
　それはボテロ独特の「魔法」ともいえるもので、世界中で注目され続
ける理由がそこにあるのです。
　南米だけではなくヨーロッパやアメリカ、アジアでも大規模展が開催
され、空前の大ヒットとなっているボテロ展ですが、生誕90年の記念
すべき2022年にボテロ本人の監修のもと、初期から近年までの油彩な
らびに水彩・素描作品など全70点で構成される本展は、ボテロとの新
たな出会いを生む貴重な機会となることでしょう。

4月29日（金・祝）～7月3日（日）
5月17日（火）
日曜日～木曜日 午前10時～午後6時
金曜日～土曜日 午前10時～午後9時
※いずれも入館は閉館の30分前まで
Bunkamura ザ・ミュージアム
一般　1,300円 （当日券1,800円）
1会員4枚まで（あっせん総数30枚）
※ 会期中すべての土日祝は、事前に【オンラインによる入館日時予約】が必要となります。詳細はホー
ムページにてご確認ください。
※金・土の夜間会館につきましては、状況により変更になる可能性もございます。

会 期
休 館 日
開館時間
 
 
会 場
あっせん料金
あっせん数
ご 注 意

フェルナンド・ボテロ《モナ・リザの横顔》
2020年　油彩／カンヴァス
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◆①～⑦の応募方法

　5月27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。6月3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。

観劇
コンサート

抽 選

3 リアル恐竜ショー 恐竜パーク

※３歳以上有料、２歳以下膝上観賞無料。但し、座席が必要な場合は有料

かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで登場！
家族全員で、楽しく学べるリアル恐竜ショー！

DRUM TAO 2022 「KAIKI」1

 ※６歳未満入場不可

世界観客動員数800万人を超！
 圧倒的な音表現を持つ和太鼓を驚異のパフォーマンスで表現するDRUM TAOの新作
舞台。

応募締切

5
27㈮

※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、手指の消毒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 7月3日（日）
午後5時開演

 会 場 TOKYO DOME CITY HALL
（JR「水道橋」
／地下鉄「水道橋」「後楽園」「春日」）

 あっせん料金 全席指定   5,800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10枚）

国立劇場7月歌舞伎鑑賞教室2
解説付きで入門篇におすすめの公演！
 「実演を交えた解説」と「名作の鑑賞」で構成されており、
初めて歌舞伎をご覧になる皆様にもわかりやすい内容です。
「鑑賞のしおり」や「公演プログラム」の無料配布もあります。

 日 時 7月9日（土）
午前11時開演

 会 場 国立劇場 大劇場
（地下鉄「半蔵門」「永田町」）

 あっせん料金 1等席   3,300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）

 日 時 7月23日（土）
午後3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   2,600円
　　　　　（一般料金3,300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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4 芸能生活50周年『吉幾三特別公演』

 日 時 7月24日（日）正午開演  会 場 明治座（地下鉄「浜町」）

 あっせん料金 Ｓ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20枚）
※６歳以上有料／５歳以下入場不可

吉幾三が明治座に初登場！
第一部は涙あり笑いありの人情喜劇、第二部のショーは“吉幾三の音楽の世界”をたっぷりと
お届けします！

【演目】第一部　親はがっかり！子はしっかり！ 
　　　　　　　 出演：吉幾三　中本賢　芳本美代子　島崎和歌子　佐藤Ｂ作　ほか
　　　 第二部　50th Anniversary in 明治座　頼り…頼られ…ありがとう

7 舞台「ゲゲゲの鬼太郎」

 ※６歳以上有料／５歳以下入場不可

 日 時 8月6日（土）正午開演  会 場 明治座（地下鉄「浜町」）

 あっせん料金 Ｓ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）

水木しげる生誕100周年。鬼太郎と妖怪たちが織りなす。奇々怪々な舞台！

【原作】水木しげる
【出演】荒牧慶彦　上坂すみれ　藤井隆　七海ひろき　浅野ゆう子　ほか

6 新国立劇場バレエ団 こどものためのバレエ劇場2022 『ペンギン・カフェ』

※こども料金は４歳から小学生が対象／４歳未満入場不可　※録音音源使用
※ 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。

 可愛らしい動物たちの姿と軽快な音楽が楽しい人気作。ユーモラスでありながら、作品の根底には、現代の環境問題に
も通じるメッセージが込められています。
 上演前には絶滅危惧種の動物などについてのプレトーク付きで、お子様にとって、バレエの魅力を発見するとともに、
環境問題について考えるきっかけになるような公演です。

 日 時 7月30日（土）午後12時30分開演
 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 全席指定  大　人  4,700円（一般料金5,500円）
　　　　  こども  2,400円（一般料金2,750円）

 あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数10枚）

5 ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』

※こども料金は３～１２歳が対象　※３歳未満のお子様は保護者の膝上観劇が可能。お子様の頭が保護者の肩の高さを超える場合は有料となります。
※やむを得ない事情により、出演者並びにスケジュールが変更になる可能性があります。予めご了承ください。

4年ぶりの東京国際フォーラム公演！今年で42年目となる夏のお出かけにピッタリな作品です！
すべての人にとって忘れられない素敵な夏の思い出になること間違いなし！

【出演】吉柳咲良　小西遼生　岡部 麟（AKB48）　田野優花　壮 一帆　ほか

 日 時 7月24日（日）午後3時開演
 会 場 東京国際フォーラム ホールＣ

（JR「有楽町」「東京」／地下鉄「有楽町」「銀座」「二重橋前」「京橋」「日比谷」）

 あっせん料金 Ｓ席  大　人  6,600円（一般料金8,500円）
　　  こども  4,300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）
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東京ドーム巨人戦 ◎指定席Ａ

いずれの試合も２席単位でのあっせんとなります

日　程
６月

3（金） 4（土） ▲5（日） 22（水） 23（木）

対戦相手 ※ロッテ DeNA

日　程
７月

▲16（土）▲17（日）

対戦相手 広島

神宮球場ヤクルト戦 ◎スターシート

◆あっせん料金：２席で7,000円　巨人戦のみ２席で9,600円
◆試合開始時間：無印＝午後６時　▲印＝午後２時　■印＝午後１時

日　程
６月

17（金） ▲18（土）■19（日） 24（金） ▲25（土）■26（日）

対戦相手 広島 巨人

日　程
７月

1（金） 2（土） 3（日） 8（金） 9（土） 10（日）

対戦相手 DeNA 阪神

日　程
７月

18（月・祝） 19（火） 20（水） 22（金） 23（土） 24（日）

対戦相手 巨人 広島

ネット裏8段35・36番
昨シーズンと同じ席です！

★

電話または窓口で、※印の試合については、５月23日（月）までにお申込みください。５月25日（水）まで
に当選した方へ連絡し、すぐに引換えを行います。それ以外の試合については、５月31日（火）までにお申
込みください。６月３日（金）までに当選した方へ引換日とともに電話でお知らせします。
・応募者多数の場合は抽選を行います。
・お申込みの際、昼間に連絡がとれる電話番号をお知らせください。何試合でもお申込みできます。 
・当選の連絡を受けてからのキャンセルはできません。 
・当選者確定後、空席がある場合､ ※印の試合については５月27日（金）から､ それ以外の試合については
６月10日（金）から先着順で受付を行いますのでお問い合わせください。　☆チケットの最新情報は、エン
ジョイライフなかの窓口およびインターネットのホームページでお知らせしています。
https://www.nakano-kinrou.or.jp/「最新チケット情報」をご参照ください。この場合に限り、１席単位
のあっせんも出来ますのでご相談ください。　

申込方法

◆あっせん料金： ２席で10,000円（特典として、東京ドームグループ利用券（500円）が2枚つきます）
◆試合開始時間：無印＝午後６時　▲印＝午後２時　■印＝午後１時

指定席Ａ
6/5（日）＝三塁側
その他の試合＝一塁側

7月16日（土）、17日（日）の試合につきまして、三
塁側または席種が指定席Ｂとなる可能性がございま
す。指定席Ｂの場合の料金は以下のとおりです。

指定席Ｂ：２席で8,000円
※ 特典として、東京ドームグループ利用券（500円）
が２枚つきます。



東京ディズニーリゾート ®・コーポレートプログラム
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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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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
（９月30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。

コニカミノルタ
プラネタリウム満天（池袋）

一般シート
（2023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
（９月30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）

2 サンシャインシティ チケット 先着順

1 よみうりランド チケット（入園+のりものフリー） 先着順

営業日・営業時間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

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

上期ワンデーパス
［入園+のりものフリー］
（9月30日まで）

～9月30日（金）
まで

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

注 意    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。

1～2の申込方法（3は現地にてご購入ください）

　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。



エンジョイライフ情報（アミューズメント＆フィットネス）／取り扱いチケット等の利用について
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3 東京ドームシティ　パートナーメンバーズ

取り扱いチケット等の利用について

　エンジョイライフなかので取り扱いをしているチケットや利用補助券などをご利用頂けるのは「会

員本人とその同居家族」です。インターネット、金券ショップなどでの転売や譲渡は禁止しています。

そ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、今後の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、絶対行わないようお

願い申し上げます。譲渡・転売の事実が明らかになった場合は、当サービスセンター会員除名の対象

となりますのでご注意ください。

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。

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
 ※ エステ＆リラクゼーションサロン利

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 3,900円（4,200円～4,600円相当）

東京ドームグループ利用券 970円 / 
485円（1,000円 /500円）

東京ドームビール券 720円（800円）

スパ ラクーア入館券（平日） 2,000円（2,900円）

スパ ラクーア
エステ＆リラクゼーションサロン利用券 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）

※下記情報サイトでも詳細を確認できます。
　「東京ドームシティ会員情報サイト」
　https://tdcmember.jp/
　会員ログイン ID：tdcpmb0120

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
（2023年3月31日まで利用可能） 2023年3月31日（金）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

★ 利用対象は会員とその家族（16歳もしくは高校生以上）です。エンジョイライフなかの窓口に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・利用者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。※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。



2022年度収支予算／事業実施予定表
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2022年3月30日に開催された理事会で決定した2022年度収支予算は下記のとおりです。
（単位：千円）

中野区勤労者サービスセンター 2022年度収支予算

収 入 の 部 予算額 内　　容　　説　　明

事業収入 38,493 入会金・会費・チケットあっせん販売

補助金収入 15,862 区からの補助金

寄付金収入 1 科目存置

雑収入 1,308 広告掲載料収入、利息収入等

特定預金取崩収入 1 科目存置

前期繰越収支差額 492

収入合計 56,157

支 出 の 部 予算額 内　　容　　説　　明

事業費 35,691

加入促進費 362 加入促進キャンペーン他

情報提供費 2,695 会報紙、利用ガイドの発行

共済給付事業費 3,700 給付金の支給

福利厚生事業費 28,934 各種福利厚生事業

管理運営費 20,466 事務局業務委託費、システム賃借料等

支出合計 56,157

『利用ガイド2022～』発行について

　2年に1回発行する『利用ガイド2022～』を一緒にお送りします。ガイドにはエンジョイライフなかの
の利用方法や、給付金等の申請書も掲載されています。長期間使用しますので、大切に保管してください。

※『利用ガイド2022～』は「エンジョイライフなかの」のホームページからもご覧になれます。

2022年度 事業実施予定表
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

にゅうす 第194号 第195号 第196号 第197号 第198号 第199号

発行予定日 5月16日（月） 7月5日（火） 9月15日（木） 11月15日（火） 1月16日（月） 3月15日（水）

に
ゅ
う
す
掲
載
事
業

あ
っ
旋
販
売
等

観劇、美術展 観劇、美術展 観劇、美術展 観劇、美術展 観劇、美術展 観劇、美術展

プロ野球観戦 プロ野球観戦 図書カードNEXT スキーリフト券 ジェフグルメカード プロ野球観戦

区内共通商品券 都内共通入浴券 秋の和菓子
購入割引券 冬季食事券 プレゼントコーナー 春の和菓子

購入割引券

夏季食事券 映画鑑賞券 大相撲観戦 大相撲観戦

東京湾納涼船

キャンペーン等

通
年
事
業

給付事業 給付金（お祝金、見舞金、弔慰金）の支給

利用補助 人間ドック、生涯学習活動助成、指定宿泊施設、指定レジャー施設、日帰り温泉施設、東京ディズニーリゾート®・コー
ポレートプログラム、映画チケット、バスツアー

割引あっ旋 サンシャインシティ（プラネタリウム満天（池袋）、水族館、展望台）、観劇コンサート、美術展、よみうりランド

法人会員 東京ドームシティパートナーメンバーズ、東京アスレティッククラブ、西武園ゆうえんち

そ の 他 指定店・指定施設割引

※一部変更になる場合もあります。

会員拡大キャンペーン



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

万が一に備えて
大切な方との突然のお別れ。
何をすればいいのか分からず、慌てて
インターネットで葬儀社を検索し、動揺
と不安の中で訳の分からぬまま依頼を
してしまった。 といったような、内容をよ
く確認せずに勢いで決めてしまい、後悔
したという話を耳にすることがあります。

インターネットは便利な反面、内容が分かりに
くかったり、本当に信頼できるのか判断しにくい
ことも数多くあります。

実際に、インターネットやテレビCM等で目にする
金額だけでは葬儀を行えない場合が多くあります。
過去に追加料金がかからないかのように広告を
出していた葬儀社が、景品表示法違反（有利誤認）
にあたるとして追徴金を命じられた例もあります。
「追加料金不要」などと謳っていても、実際は追加
料金が発生する場合もありますので、目先の価格
だけでは判断せず内容を詳しく確認し、必ず見積り
を取り、複数の葬儀社と比較してみる事が大切です。
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伝 言 板
◆2022年度の割引あっせん事業について
　2022年度はより多くの方に希望の商品をご購入いただけるよう、今号の「なかのハート商品券」をは
じめとした各種割引あっせん事業のあっせん数を、全体的に増量いたします。ぜひご応募ください。

◆コロナ自宅療養者への入院見舞金給付について
　新型コロナウイルス感染症発症により、保健所等から自宅療養の指示があり、自宅療養期間が10日以
上だった会員ご本人を「入院見舞金」の対象といたします。本件については、発行される証明書類等が自
治体によって異なるため、給付を希望される方は一度エンジョイライフなかのまでお問い合わせください。

◆東京ドームシティ パートナーメンバーズ会員限定 
　熱海日帰り温泉 オーシャンスパ Fuua（フーア）特別優待に関するご案内
　「エンジョイライフなかの」ホームページの「最新チケット情報」または「センターからのお知らせ」内
にある「【会員限定】熱海日帰り温泉『オーシャンスパ Fuua( フーア )』特別優待のご案内（2022年3月
31日）」→「東京ドームシティ各種チケット」→「パートナーメンバーズ特別優待券」をダウンロードし、
Fuua フロントにご提出ください。以下の優待料金で施設をご
利用いただけます。

優待料金：1,800円　（通常料金：2,750円）

※お出かけの際は会員証（Nカード）をお持ちください。

◆「利用ガイド」記載内容の変更について
■下記の施設は3月31日をもって契約終了となりました。
　「高島屋」　「吉祥寺産経学園」
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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195号〔令和４年7月５日（火）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
★夏季グルメチケット  ★東京ディズニーリゾート®コーポレートプログラム
★東京湾納涼船 ★プロ野球チケット ★会員入会キャンペーン
★都内共通入浴券 どうぞご期待ください（一部変更になる場合もあります）。

エンジョイライフなかの ただいま会員募集中！
お知り合いの方や事業所をご紹介ください。ご紹介いただき入会された場合は謝礼を進呈いたします！り合おお知り合いり合合い


