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申込締切
11月25日（金）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。

新宿プリンスホテルA 帝国ホテル 東京B

（写真は全てイメージです）

抽　選

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーDホテルメトロポリタン エドモントC



冬季グルメチケット

お得な割引料金情報【ホテル椿山荘東京　イヤーエンドディナービュッフェ ～森のオーロラと東京雲海～】
上記施設について、Ｎカード提示により一般料金から割引でご利用できます

開 催 日 時  11月25日（金）～12月27日（火）18：00～20：00／19：00～21：00
割 引 金 額  大人1,600円引き　※お子様料金はご予約時にお問い合わせください。
※特定日開催。※必ずお電話での事前予約をお願いいたします。予約電話先：03-3943-5489
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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320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。

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（金）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
12月２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５日（月）～12月19日（月）

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。
※  代金引換郵便を希望する方は、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５日（月）～2023年１月31日（火）
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。

冬季グルメチケット抽　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。

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）

〒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

✂（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/



冬季グルメチケット
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【予約先】　電話：03-3539-8073
　　　　　所在地：東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテル東京「フランス料理 ラ ブラスリー」（タワー館地下１階）
B

（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

月曜以外の平日限定
午後１時～
 午後２時30分
（L.O. 午後２時）

4,000円
（5,635円）

ランチコースB（3PLATES）
前菜（サラダ、前菜、スープから１品選択）、
メインディッシュ（魚料理、肉料理から１
品選択）、デザート、コーヒー

除外日：  12月23日（金）～12月25日（日）、 
12月31日（土）～2023年１月３日（火）

※ 別途料金500円を支払うことで、午前11時30分～午後１時もご利用が可能です。
※同伴者の方は、4,700円で利用できます。
※営業時間は変更となる場合がございます。
※同一テーブルにつき８名様以下でのご利用をお願いします。

【予約先】　電話：03-3237-7114
　　　　　所在地：東京都千代田区飯田橋三丁目10番８号

ホテルメトロポリタン エドモント「ダイニング・カフェ ベルテンポ」（１階）
C

（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

午後５時30分～
 午後９時
（土日祝は午後５時～）
※120分制

4,500円
（6,000円～）
（季節による変動あり）

ディナーブッフェ
「ローストビーフ」や窯で焼上げる「ピッ
ツァ」、板前がその場で握る「寿司」など、
シェフのパフォーマンスメニューが充実。
出来立て熱々の料理を約60種類の料理よ
りお楽しみいただけます。

除外日：  12月17日（土）～12月25日（日）、 
2023年１月１日（日）～１月３日（火）

※お子様（小学生）は￥2,880、幼児（４～６歳）は￥1,800でご利用可能です。

【予約先】　電話：03-5354-2172
　　　　　所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー「サザンタワーダイニング」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

午後５時30分～
 午後10時
（L.O.午後９時）

5,800円
（8,000円）

コンポジション
始まりの一皿、前菜、パスタ、メインディッ
シュ、デザート、コーヒーまたは紅茶
※ 特典としてスパークリングワインを１
杯サービス

除外日：12月22日（木）～12月25日（日）
※全席禁煙です。
※お子様（12歳以下）料理は2,100円にてご用意しております。

利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

午前11時30分～
 午後２時30分
（L.O. 午後２時）

2,900円
（5,500円）

GOZENランチ（コーヒー付）
壱の ZEN（本日の焼き物、出汁巻玉子、
野菜の炊合せ、サラダ）、弐の ZEN（主
菜を４種類から１品選択、ご飯、赤出汁、
香の物）、参の ZEN（デザートを４種類
から１品選択）、コーヒー

除外日：  12月23日（金）～12月25日（日）、 
12月31日（土）～2023年１月５日（木）

※ランチの名称が変更になる可能性があります。

【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

A 新宿プリンスホテル「和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）」（25階）

（写真はイメージです）



スキーリフト・ゴンドラ券 引換券
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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（火）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（火）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 　Ａ・Ｂ：2023年２月28日（火）まで
　　　　　   Ｃ  ：2022年12月23日（金）まで（期間が短いのでご注意ください）

※ 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。

●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！
※  軽井沢プリンスホテルスキー場でのご利用は別途全日
追加料金1,000円およびカード保証料500円のお支
払いが必要です（カード保証料500円は利用後に返金
されます）

※小学生までは無料です。
※ナイターは含みません。

券　　種 あっせん料金（一般料金）

プリンススノーリゾート
共通リフト１日券

（場内利用券1,000円分付き）

4,000円
（リフト一日券のみ
5,600円～7,500円）

Ａ プリンススノーリゾート共通リフト１日券

ご利用いただけるスキー場
スキー場 お問い合わせ

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

さい。

Ｎカード提示によるお得なリフト割引料金情報！詳しくは各スキー場へ直接お問い合わせください。

①八千穂高原スキー場
会員証１枚につき同伴者５名まで、
リフト１日券 通常価格より1,000円引き
（中学生以下のリフト料金は割引対象外）

期間：11月28日（月）～
　　　　　　2023年４月２日（日）
住所：長野県南佐久郡佐久穂町千代里2093
電話：0267-88-3866

②石打丸山スキー場（利用ガイドP.57）
※今号のP.13『「利用ガイド」記載内容の
変更について』もあわせてご確認ください。
リフト１日券500円～800円引きなど

期間：12月24日（土）～
　　　　　　2023年3月２6日（日）
住所：新潟県南魚沼市石打1655
電話：025-783-2222

その他スキー場のリフ
ト割引券を、順次窓口
にご用意します。ご自
由にお持ちください。
※ 枚数に限りがあり、無
くなり次第終了となり
ます。ご了承ください。

※ 利用期間・日時に制限
がある場合がありま
す。ご注意ください。

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、アクセス等については、各スキー場に直接お問い合わせください。）



スキーリフト・ゴンドラ券 引換券
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B 舞子スノーリゾート　リフト１dayパス
●全26コース最長滑走距離6,000m！日帰り派もステイ派も満足の各専用施設が充実！

●シャトレーゼグループが経営する、楽しい！美味しい！２つのスキー場！

引換券利用期間
所 在 地

お問い合わせ

12月16日（金）～2023年４月２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 

引換券利用期間　12月15日（木）～2023年３月26日（日） 
シャトレーゼスキーバレー野辺山
　所 在 地　　　長野県南佐久郡川上村御所平1841
　　　　　　　　（中央道長坂I.C.から約25分）
　お問い合わせ　0267-91-1001
シャトレーゼスキーバレー小海
　所 在 地　　　長野県南佐久郡小海町豊里5907
　　　　　　　　（上信越道・中部横断道八千穂高原I.C.から約23分）
　お問い合わせ　0267-93-2537

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）

大人 3,400円（5,500円）
55歳以上

3,200円（5,000円）
中学・高校生

小学生 2,000円（3,000円）

券　　種 あっせん料金（一般料金）

早割リフト１日券 大人 2,400円（4,500円）

C シャトレーゼスキーバレー野辺山／
　 シャトレーゼスキーバレー小海共通券

※ 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 パスへ引換時にスキー場窓口で割引券をお渡
しします）

※ 当日中に「シャトレーゼスキーバレー野辺山」と
「シャトレーゼスキーバレー小海」を行き来できる
２スキー場の共通券です。

※ ご利用当日、チケット売り場にて当日のリフト１日
券とお引換えいただけます。

※ チケットは大人・子供問わずどなたでもご利用いた
だけます。

12月24日（土）から2023年３月12日（日）までは、小学生以上はNカード提示による割引もあります。
スキー場インフォメーションにて会員証をご提示ください（会員証１枚につき同伴者５名まで適用）。

12月24日（土）から2023年3月12日（日）まで
（Ｎカード提示割引期間）

12月23日（金）までおよび
2023年３月13日（月）以降
（Nカード提示割引期間外）平日（通常価格） 土日祝（通常価格）

大人（高校生～49歳） 3,000円（4,000円） 3,500円（4,500円） 2,500円
子供（小・中学生）

2,000円（3,000円） 2,500円（3,500円）
1,500円マスター（50～59歳）

シニア（60歳以上） 2,000円（2,500円） 2,500円（3,000円）

キッズ（小学生未満）
（野辺山） 1,500円 2,000円 1,500円
（小海） 500円 1,000円 平日500円／土日祝1,000円

※キッズ（小学生未満）は、いずれの期間中も、Ｎカード提示による割引はございません。
※キッズ（小海）のみ追加料金500円、その他は追加料金不要で当日中に2つのスキー場を行き来できます。
※年末年始（12月29日（木）～2023年1月3日（火））は土日祝料金となります。



ユッタリート
一般販売では手に入らない日帰り入浴と食事券（昼食券）がセットになったチケットです。
関東近郊の温泉・スパ施設（10か所）よりお好きな日時・場所を選んでご利用ください。
　 利 用 期 間 　購入日 から 2023年３月31日（金）まで
　 料 金 　１枚　3,100円（定価3,980円）
　 あっせん数 　１会員　４枚まで（あっせん総数　120枚）
　 申 込 方 法 　11月25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し込みください。
　　　　　　　当選した方のみ、はがきで通知します。※締切後のキャンセルはできません。
　 引 換 期 間 　12月８日（木）～ 12月23日（金） ※期間内にお引換ください。ご購入後の払い戻しはできません。
　 利 用 方 法 　下記施設から1つを選び、利用施設へお電話にて事前にご予約ください。
　　　　　　　当日はチケットを必ずご持参ください。 ＜企画・実施＞株式会社阪急交通社　東京団体支店

【利用可能施設】※食事内容は予定です。季節により変更の可能性があります。また、掲載写真はイメージです。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により施設記載内容に一部変更や休業が生じる可能性があります。予めご了承ください。

抽 選

【東京】泉天空の湯　有明ガーデン
＜ご入浴（館内着＋タオル付）＋選べるご昼食セット＞

3000㎡の広さを誇る大規模天然温泉。５種の内湯と２種の露天
風呂、サウナや岩盤浴でリフレッシュいただけます。

【箱根湯本温泉】天成園
＜ご入浴＋３種類から選べる昼食セット＞

庭園には与謝野晶子ら文人に愛された「玉簾の瀧」があります。
全長17ｍの「天空大露天風呂」は開放感抜群です。

【河口湖】たかの友梨　スパ ＆ ホテル桜庵
＜ご入浴＋岩盤浴＋彩り野菜の薬膳しゃぶしゃぶセット＋ソフトドリンク＞
美容家たかの友梨がプロデュースしたスパ＆ホテル。露天風呂と
岩盤浴を備え、心と体の疲れをゆったりと癒していただけます。

【軽井沢】軽井沢プリンスホテル ウエスト／立ち寄りの湯　軽井沢千ヶ滝温泉
＜ご入浴＋ランチビュッフェ＞

ショッピングモールが隣接し、終日お楽しみいただけます。
「立ち寄りの湯　軽井沢千ヶ滝温泉」はホテルから車で15分。

【湯河原温泉】ニューウェルシティ湯河原

＜ご入浴＋ご昼食セット（竹籠膳）＞
露天風呂・サウナ完備の「いずみの湯」は無色透明無臭の肌に優
しい天然温泉。別名「薬師の湯」とも呼ばれています。

【高尾山】極楽湯
＜ご入浴＋竹御膳＋コールドドリンク1杯＞

京王高尾線「高尾山口」駅直結の温泉です。登山後にゆっくり温
泉に浸かっていただき、リフレッシュいただけます。

【箱根蛸川温泉】絶景日帰り温泉　龍宮殿本館
＜ご入浴＋箱根姫の水たま肌もめん湯豆腐御膳＞

雄大な芦ノ湖の自然と一体となるようなダイナミックな景色と富
士山も同時に望むロケーションの素晴らしさが特徴です。

【草津温泉】大滝乃湯
＜ご入浴＋飲食チケット＋オリジナル名入りタオル＞

「美人の湯」として名高い煮川源泉を使っている温泉です。
古くから伝わる合わせ湯もお楽しみいただけます。

【伊豆高原】ヴィラージュ伊豆高原
＜ご入浴＋ご昼食（桜海老の石焼丼）＋室内温泉プール＞
自家源泉から注ぐ天然の温泉と眼下を望む伊豆高原の緑、相模湾
の海を眺めながら癒しのひと時をお過ごしください。

【赤沢温泉】DHC赤沢日帰り温泉館
＜ご入浴＋金目鯛のひつまぶし＞

空と海と湯舟が一体に見える眺望抜群の大露天風呂をはじめ、太
平洋を一望できる内湯にはジャグジーやサウナも充実しています。

ユッタリート

6
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美術展
情報

◆ A～Cの申込方法
◆  11月22日（火）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：11月22日（火）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。

　ミニスカートで一世を風靡したファッションデザイナー、マリー・クワントは女性起業家のパイオニアでもありまし
た。本展ではヴィクトリア・アンド・アルバート博物館（V&A）より巡回する多数の衣服等を通じて、マリー・クワント
の時代を切り開いたデザイナーとしての歩みを辿ります。

マリー・クワント展A

11月26日（土）～2023年１月29日（日）
12月６日（火）・１月１日（日・祝）
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時まで開館（入館は午後８時30分まで）
※ 金・土の夜間開館につきましては、状況により変更
　になる可能性もございます。
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）
本展は会期中すべての日程で【オンラインによる事前予約】が可能です。
ご予約なしでもご入場いただけますが、混雑時にはお待ちいただく
場合がございます。詳細は展覧会ホームページをご確認ください。

会 期
休 館 日
開館時間
 
 
 
会 場
あっせん料金
あっせん数
ご 注 意 《マリー・クワントと、ヘアスタイリングを

担当していたヴィダル・サスーン》 1964年
 © Ronald Dumont/Daily Express/

Hulton Archive/Getty Images

特別展 「動画クリエイター展」C
　本展は、動画が持つパワーに着目した展覧会です。一本の動画に隠された努力や想い、人をひきつける工夫など、現
在活躍している動画クリエイター（YouTuber）たち約10名の“普段の動画では見ることのできない舞台裏”を大公
開します。

10月８日（土）～2023年４月２日（日）
火曜日、年末年始（12月28日～１月１日）
※12月27日・１月３日・３月21日・３月28日は開館
午前10時～午後５時（入場は閉館の30分前まで）
日本科学未来館1階 企画展示ゾーン
大人（19歳以上） 1,400円（当日券2,000円）
中人（16～18歳） 1,000円（当日券1,400円）
小人（小学生～15歳） 　500円（当日券800円）
１会員４枚まで（あっせん総数40枚）
※ 今後の状況により日時指定へ変更となる可能性がございます。
　来場前には必ずホームページをご確認ください。
※常設展もご覧いただけます。
※公式ホームページ記載の注意事項を必ずご確認のうえご購入をお願いします。

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

京都・智積院の名宝B
　春は桜、秋は楓、秋草。四季を彩る美の競演は、日本美術の永遠不滅のテーマです。京都・東山の総本山智積院には、
狩野永徳と並び称される桃山時代の巨匠・長谷川等伯率いる一門によって、豊臣秀吉の子鶴松の菩提寺である祥雲寺
に描かれた金碧障壁画群が大切に守られてきました。今回は総本山智積院の名宝を一堂に集め展示するとともに、誰
もが知る「桜図」「楓図」「松に秋草図」が寺外で初めて揃って公開される貴重な機会となります。

11月30日（水）～2023年１月22日（日）
※作品保護のため、会期中展示替を行います。
火曜日（１月17日は午後６時まで開館）・ 
12月30日（金）～1月1日（日・祝）
午前10時～午後６時　
※金・土、および１月８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）　※中学生以下無料
１会員４枚まで（あっせん総数30枚）
※障害者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方１名様のみ無料

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
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◆①～⑧の応募方法

　11月25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。12月2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

応募締切

11
25㈮

ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド20222
 ３年ぶりにあのクリスマスショーが日本にやってきます！最高に楽しくてハッピーな劇場でのクリスマス体験を！！
【出演】アメリカカンパニー

 日 時 12月17日（土）　
午後4時開演

 会 場 東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）
（JR・井の頭線・地下鉄・東横線・田園都市線「渋谷」）

 あっせん料金 Ｓ席  7,100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）

※３歳未満入場不可。　※英語上演。

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ～NEW YEAR 2023 宮殿祝賀コンサート～3
新年の幕開けは幸せを呼ぶウィンナー・ワルツ！
胸躍るシュトラウスの音楽で甦るきらびやかなウィーン舞踏会の世界。
【出演】 サンドロ・クトゥレーロ（指揮） 

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ　ダンサー4名　ソプラノ歌手1名
【予定曲目】皇帝円舞曲、トリッチ・トラッチ・ポルカ　美しく青きドナウ　ほか

 日 時 1月3日（火）　
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 全席指定  5,100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。　※曲目、出演者は変更になる場合があります。

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、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。　
※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、主催者が止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】

ルミネ the よしもと1

※ご当選後必ず、電話にてご予約の上、当日劇場窓口で指定席券と引き換えてください。
　予約先：FANYチケット引換券ダイヤル　0570-029-987（正午～午後6時）
※期間中のいずれか１回ご利用いただける指定予約引換券です。　　　
※予約受付は観劇日の3週間前から前日までとなります。
※５歳以上有料。４歳以下で身長110cm以下のお子様は膝上無料。　
※貸切公演・特別興業・満席の場合はご利用いただけません。
※出演者、公演スケジュールは公式サイト（https://lumine.yoshimoto.co.jp/）でご確認
　いただくか、上記の FANYチケット引換券ダイヤルにお問い合わせください。

 利用期間 土日祝公演：12月10日（土）～3月26日（日）
平　日公演：12月12日（月）～3月31日（金）

 会 場 ルミネ the よしもと
（JR・京王線・小田急線「新宿」）

 あっせん料金 土日祝指定席  3,400円（一般料金4,300円）
平　日指定席  1,600円（一般料金2,500円）

 あっせん数 1会員4枚まで
（あっせん総数各10枚）
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新春浅草歌舞伎公演4
 【演目】 一、「傾城反魂香　土佐将監閑居の場」　一幕 

二、「連獅子」長唄囃子連中
【出演】 尾上松也　中村歌昇　中村種之助　中村莟玉　ほか

※満４歳以上有料。

 日 時 1月14日（土）　午後3時開演  会 場 台東区立浅草公会堂
（地下鉄・東武線・つくばエクスプレス「浅草」）

 あっせん料金 1等指定席  7,300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10枚）

舞台『宝飾時計』6
 それぞれの人生と生き方を描いた、至極の新作舞台。
【出演】高畑充希　成田 凌　小池栄子　伊藤万理華　ほか

※未就学児入場不可。

 日 時 1月21日（土）
午後5時30分開演

 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『ハリー・ポッターと呪いの子』8
魔法の世界は舞台へ続く。ハリー・ポッター、19年後のストーリー。
【出演】ハリー・ポッター：向井理　ほか　【オリジナルストーリー】J.K. ローリング
【脚本・オリジナルストーリー】ジャック・ソーン
【演出・オリジナルストーリー】ジョン・ティファニー

※未就学児入場不可。　※３枚以上でお申込みの場合は席が離れる可能性があります。
※止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となる可能性がございます。予めご了承ください。

 日 時 2月8日（水）　午後6時15分開演  会 場 TBS赤坂
ACTシアター
（地下鉄「赤坂」「赤坂見附」「溜池山王」） あっせん料金 Ｓ席   12,800円（一般料金15,000円）

Ｓ席（6歳～15歳）   10,200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15枚）

宝塚歌劇星組公演7
【演目】 浪漫楽劇『ディミトリ～曙光に散る、紫の花～』－並木陽作「斜陽の国のルスダン」より－ 

メガファンタジー『JAGUAR BEAT－ジャガービート－』
【出演】礼 真琴　舞空 瞳　ほか

※３歳以上有料。　※１階最前列と花道沿い以外の座席は全て販売しています。　※終演後の規制退場にご協力ください。

 日 時 1月26日（木）　午後6時30分開演  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）

©宝塚歌劇団

ミュージカル『チェーザレ 破壊の創造者』5
 累計140万部突破の大ヒット歴史漫画、待望のミュージカル化！明治座では1873年の創業以来
初となるオーケストラピットを稼働し、正統派ミュージカルとして新たな作品を創り上げます。
【原作】惣領冬実『チェーザレ 破壊の創造者』（講談社「モーニング」連載）
【出演】中川晃教　ほか

※未就学児入場不可。

 日 時 1月15日（日）　正午開演  会 場 明治座（地下鉄「浜町」「人形町」）

 あっせん料金 Ｓ席  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）

ⒸS・K/MC



大相撲一月場所／こころとからだの元氣プラザ

10

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8時ですが、あくまで目安です。日付によっても時間は前後しますのでホームページを必ずご確認
ください！ http://www.sumo.or.jp/

初日1月8日（日）～千秋楽1月22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

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 9,800円 8,100円
（一般料金11,450円）（一般料金9,500円）

平日 9,400円 7,700円
（一般料金10,950円）（一般料金9,000円）

※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　8,900円（一般料金　10,450円）
　　　　　　　　　　　　平　日　8,500円（一般料金　  9,950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（火）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（同じ枚数で第
3希望まで指定可能、ただしキャンセル不可）をお申込みください。12月19日（月）～21日（水）
に当選した方に電話でお知らせします。販売スジュールの都合上、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。

す。

※ 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。

★ 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/

受 診 期 間
検 査 内 容

受 診 施 設

受 診 料 金

利 用 方 法

2023年１月10日（火）～３月31日（金）  ※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
千代田区神田神保町1-105　神保町三井ビルディング2階

　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。予約後、エンジョイライフなかの窓口で「人間ドック利用補助券」をお受け取りください。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、施設にＮカードを提示し、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

※全て税込み価格
キャンペーン特別料金 Nカード提示（契約料金） 一般料金

会員本人 35,000円（補助券利用） 44,500円（補助券利用） 55,000円同居家族 40,000円 49,500円
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。

通常料金より
9,500円お得！！

確認

お申込みはこちら　03-5210-6622　受付時間：月～金曜日　午前8時30分～午後５時（祝祭日を除く）



広告（アイ ユーメモリー）

〔広告〕
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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
（2023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。

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

リニューアル工事に伴い一時休館中のため、チケットの販売を休止しています。
販売再開が決まり次第、にゅうす、エンジョイライフなかの窓口などでお知らせします。

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　ジュエルミネーション開催中！ 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　電話 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

下期ワンデーパス
［入園+のりものフリー］
（～2023年3月31日まで）

販売中～
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

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）

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。

　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）／「利用ガイド」記載内容の変更について
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3 東京ドームシティ パートナーメンバーズ

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」
電話：03-3817-6364
※必ずＮカードをご提示ください。
※お支払いは現金・各種クレジットカード・電
子マネー・コード決済を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、

東京ドームグループ利用券の枚数制限
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（4,800円相当）

東京ドームグループ利用券 970円 / 
485円（1,000円 /500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

□指定宿泊施設「伊東園ホテルズ」のご予約について（Ｐ.50）
　原則、各施設に直接電話または公式ホームページからのご予約をお願いいたしますが、現在は公式以外の宿
泊予約サイトを利用した場合でも「宿泊施設利用補助券」を使用できます。ただし今後変わる可能性がありま
すので、公式以外の宿泊予約サイトをご利用の場合は伊東園ホテルズの各施設にお問い合わせください。
□契約施設 「ニッポンレンタカー」のご利用について変更があります。（P.52）
　1日/24時間利用 → 基本料金（24時間利用時）から割引

□契約施設「小田急百貨店」は下記のように内容が変更となりました。（Ｐ.55）
　「小田急百貨店ふじさわ」の電話番号（0466-27-6000）は「ODAKYU 湘南 GATE 大代表」の番号です。
□指定店　「石打丸山スキー場」の料金が改定されました。（Ｐ.57）
　【割引内容】　※割引内容は2022ー23シーズンです。

１日券
大　　人　6,000円 → 5,200円
ジュニア　3,600円 → 3,100円
シ ニ ア　5,200円 → 4,700円

２日券
大　　人　10,800円 → 9,300円
ジュニア　  6,500円 → 5,800円
シ ニ ア　  9,400円 → 8,700円

　12月16日(金)～12月23日(金)、2023年3月27日(月)～4月2日(日)の期間は、1日券現地価格が大人
用4,300円、ジュニア用2,200円、シニア用3,600円となり、Nカード提示割引の対象外となります。
　1日券：営業時間中8.5時間利用可能 / 2日券：1日目－終日　2日目－午後５時まで利用可能

「利用ガイド」記載内容の変更について

郵便物の到着日数について
　郵便物の到着日数が以前よりも多くかかるようになりました。応募はがきの発送や、補助券のご依頼は
日数に余裕をもっていただくようお願いいたします。

予約の場合
スマートフォンの方は
こちら　

料金の確認の場合
スマートフォンの方は
こちら
URL：https://www.nipponrentacar.co.jp/skip/ryokin.html



サンリオピューロランド特別優待デー

「東京・ミュージアム　ぐるっとパス2022」（にゅうす5月号～掲載）も引き続き販売中です！
2023年1月10日（火）まで販売（売り切れ次第終了）

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
なった便利でお得なQRコードチケットです。

最初に利用した日から2か月間
（ただし最終有効期限は2023年3月31日（金））
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枚）
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。

有 効 期 間

あっせん料金
あっせん数
注 意 事 項
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実 施 日

所 在 地

券 種
}

利用方法

即日～2023年1月9日（月）
休館日：11/9・10・15・16・17・30
　　　　12/1・8・14・15

多摩市落合1-31
電話：042-339-1111

デイ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・シニアは「レジャー施設利用補助券」を使用したほうが安くなります。
　（当日窓口価格より500円引き）
※「レジャー施設利用補助券」はアフタヌーンパスポートは対象外です。
※「レジャー施設利用補助券」・e-ticket・前売券・割引券・その他割引は併用不可。

下の割引券を切り取り、ご来場日当日にサンリオピューロランドチケット
窓口に提示してパスポートを購入してください。割引券1枚につき5名様
まで有効です。
なお、ピューロランドの入場には来場予約が必要です。
詳細はピューロランドホームページをご確認ください。

© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1410051 S/F·G

※営業時間・窓口価格は日により異なります。ご来場前にホームページでご確認ください。

▼来場予約



広告（セレモニー）

〔広告〕
15



伝 言 板◆年末年始の営業について
　12月29日 ( 木 ) から2023年1月3日（火）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。

◆「レジャー施設利用補助券」契約施設に関するお知らせ
□「科学技術館」の料金が改定され、本人負担金が変更になります。（2023年1月1日～）
　大人　490円 → 550円　　中高生　150円 → 240円　　子ども　60円 → 150円

◆「日帰り温泉施設等利用補助券」契約施設に関するお知らせ
□「極楽湯 和光店」の料金が改定されました。（ 9月1日～）

本人負担金 一般料金 本人負担金 一般料金

大人 平日 400円 820円 子ども 平日 0円 380円
土日祝・特定日 550円 970円 土日祝・特定日 100円 490円

大人

平日 470円 900円

子ども

平日 50円 450円
土日祝 620円 1,030円 土日祝 150円 520円

特定日（平日） 570円 1,000円 特定日（平日） 150円 550円
特定日（土日祝） 720円 1,130円 特定日（土日祝） 250円 620円

□「横浜天然温泉 スパイアス」の料金が改定され、本人負担金が変更されました。（ 10月1日～）
　平日　2,044円 → 2,360円　　土日祝　2,374円 → 2,910円

◆サービスセンター事務局から
□コロナ自宅療養者への入院見舞金給付について
　　証明書類などの変更をお知らせするチラシを今号に同封しましたのでご確認ください。
□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53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。
□会員アンケート調査に関して
　 　にゅうす7月号でお願いした「会員アンケート調査」は9月30日で回答を締め切らせていただきました。調
査結果は次号以降のにゅうすに掲載を予定しています。ご協力ありがとうございました。
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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198号〔2023年1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®・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） 

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


