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冬季グルメチケット
11月22日（火）から 先着順 で予約受付開始！２～３ページをご覧ください。

バラエティ豊かな冬のグルメを、皆さまでお楽しみください！ （写真はイメージです）

新宿高野 A

中野サンプラザ B

グランドニッコー東京 台場Ｄ

帝国ホテル 東京C

京王プラザホテル E



冬季グルメチケット

先着順：11月22日（火）から受付、29日（火）から引換
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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　全レストラン合わせて４名分まで（あっせん総数550枚）
※新宿高野「タカノフルーツバー」はチケット１枚で２名分です。
料金はすべて税・サービス料込みです。Ｎカード割引の併用はできません。
※帝国ホテルは予約制ではありません。チケットをレストラン入口でご提出ください。

予約受付
11月22日（火）から
電話と窓口で受け付けます。
あっせん数に達した時点で終
了します。
申し込み後の変更・キャンセ
ルは出来ません。

引換期間
11月29日（火）～
 12月22日（木）
期間内に予約した券をご購入
ください。
購入後の払い戻しはできませ
ん。

冬季グルメチケット
利 用 方 法

【予約先】　電話03-5368-5147　所在地：新宿区新宿3-26-11-5F

予約時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

［ランチ］
午前10時45分～、午後12時40分～
［デザート］
午後２時30分～、３時～
［ハッピータイム］
午後４時30分～
［ディナータイム］
午後５時30分～、６時～、７時～

※90分間

3,900円
（5,400円）

バイキング
（月替わりのメニュー）
スープ、パスタ、肉料理、フルー
ツ、ケーキ、ジェラート、サラダ、
パン、ドリンク

※ 肉料理は、月により別の素材
に変更になる場合があります。

※１枚で大人２名分のペアチケットです。
※利用期間：12月１日（木）～平成29年５月31日（水）（定休日を除く）
※ 「Happinessフルーツデー」（季節のフルーツ・デザートがメニューに追加されます）
該当日（ホームページまたはお電話でお問い合わせください）は、差額一人あたり540
円を現地でお支払いください。
※12月31日（土）は午後６時閉店です（最終入店午後４時30分）。
※ レディースバイキングフロアにつき、男性の方は女性同伴でご利用ください。午後5時
以降は男性のみでも入店できます。

（写真はイメージです）

新宿高野　「タカノフルーツバー」A

※除外日：１月１日（日・祝）～１月３日（火）
※ ワンドリンクは、ビール･日本酒･焼酎･ワイン・カクテル・ハイボール･ソフトドリンクからお選びください。

【予約先】　電話03-3388-1150　所在地：中野区中野4-1-1

利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

午後５時～午後10時
（ラストオーダー午後９時）

4,400円
（6,050円）

桐会席（ワンドリンク付）
先付・前菜・座付・造り・炊合せ・
焼き物・合肴・食事・甘味

（写真はイメージです）

中野サンプラザ　「日本料理　なかの」B

利用期間（新宿高野は除く）
12月１日（木）～
 １月31日（火）
必ず各施設にご予約ください。
予約の際は中野区勤労者サービ
スセンターの会員で食事券を利
用することをお伝えください。
※除外日にご注意ください。

こちらのチケットは
１会員２枚（４名分）
までです



冬季グルメチケット
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　『利用ガイド』54～56ページに、Nカード提示で特典が受けられるレストラン
をご紹介しています。こちらもぜひご利用ください。

【予約先】　台場楼蘭　電話03-5500-6608　所在地：港区台場2-6-1
　　　　　銀座楼蘭　電話03-3575-0787　所在地：中央区銀座5-8-20 銀座コア10Ｆ

利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

台場楼蘭
午後５時30 分～午後９時
銀座楼蘭
午後５時～午後９時

7,000円
（10,000円）

ディナーコース「彩虹」
（ワンドリンク付）
前菜・スープ・主菜・主食・点心

計７品

※ 除外日：12月31日（土）～１月３日（火）および催事日（各店舗へお問い合わせください）
※ ワンドリンクは、生ビール･スパークリングワイン・ワイン・烏龍茶・オレンジジュースからお選びください。
※追加オーダーの料理・飲み物は10％引きになります。
※ 駐車場は、台場楼蘭は４時間まで、銀座楼蘭は２時間まで無料です（無料駐車券が発行されます）。

（写真はイメージです）

グランドニッコー東京 台場　「台場楼蘭」「銀座楼蘭」D

【予約先】　電話03-3344-0111（代表）　 所在地：新宿区西新宿2-2-1

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 2,400円
（3,500円）

プリフィックスランチ
ミュスカル、七種のおかず盛り
合わせ、一口チヂミ、本日の韓
国料理 ･ ヤムニョムサラダ・選
べるお食事・本日のアイスクリー
ム・韓国茶またはコーヒー

※除外日：12月31日（土）～１月３日（火）
※駐車料金は2.5時間まで無料です（駐車券を店舗にお持ちください）。

（写真はイメージです）

京王プラザホテル　「コリアンダイニング 五穀亭」E

２店舗共通の
チケットです

利用時間 あっせん料金
（一般料金） 内　容

午前11時～午後11時
3,200 円
（5,500 円～
7,000 円相当）

洋食ランチ／ディナー
前菜またはスープ・メインディッ
シュ・デザート 各１品
コーヒーまたは紅茶

午後５時～午後11時
4,400 円
（7,700 円～
9,200 円相当）

ディナー（フリードリンク付）
上記料理に120分フリードリン
ク（ビール・ワイン・ソフトド
リンク）

※ 除外日：12月23日（金・祝）～25日（日）、12月31日（土）～１月３日（火）および
特別催事期間（お問い合わせください）
※食材の都合によりメニューが変わる場合があります。 （写真はイメージです）

帝国ホテル 東京　「パークサイドダイナー」C

予約制ではありません。チケットをレストラン入口でご提出ください。
【問合せ】　電話03-3539-8046　所在地：千代田区内幸町1-1-1



スキーリフト・ゴンドラ券 引換券

◆引換券利用期間　各プリンススキー場営業開始日～平成29年３月31日（金）まで
　　　　　　　　　（営業開始日については、各スキー場にお問い合わせ下さい）

●プリンススノーリゾート全国９ヵ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
2,500円

（通常価格3,800円～5,500円）

※小学生までは無料です。※ナイターは含みません。

Ａ 
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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６枚まで（あっせん総数120枚）
申 込 方 法 　 11月22日（火）からサービスセンター

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 　平成29年２月28日（火）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。

　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。

利用

   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

＊所在地、アクセス等、各スキー場にお問い合わせ下さい。

レッツ！エンジョイ！



スキーリフト・ゴンドラ券 引換券
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●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！
●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！

◆引換券利用期間
◆所 在 地

Ｂ 

4

●関越道塩沢石打インターから車で１分とアクセス抜群！
●ナイター終了まで滑れる「舞子ワンデーパス」で、朝から夜まで広大なゲレンデを満喫！

◆引換券利用期間

◆所 在 地

12月10日（土）～2017シーズン中有効
（営業期間については、舞子スノーリゾートに直接お問
い合わせください） 
新潟県南魚沼市舞子2056-108
TEL 025-783-3211 

券　　種 あっせん料金（一般料金）

舞子１dayパス
（リフト・ゴンドラ共通一日券

ナイター終了まで）

大人 2,800円（4,700円）
55歳以上

2,600円（4,200円）
中学・高校生

小学生 1,900円（2,900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、スキー＆スノーボードレンタルセット500円割引券、スキー＆スノーボードスクール
500円割引券、スパ舞子温泉300円割引（特典はリフト・パスへ引換時にスキー場窓口で割引券をお渡
しします。）

Ｃ 

12月23日（金 ･祝）～平成29年３月20日（月 ･祝）
新潟県南魚沼市石打1782-2
TEL 025-783-5571

券　　種 あっせん料金（一般料金）

1日券引換券
大人 2,900円（4,300円）

ジュニア ･シニア 2,500円（3,400円）
※ジュニアは小学生以下、シニアは60歳以上です。
※未就学児はおとな１名につき１名無料（同乗）。２名以上はジュニア料金となります。
※ナイターは含みません。

割引券の用意ができ次第、サービスセンター
窓口で配布します。
枚数に限りがあり、なくなり次第終了になり
ますので、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
ので、ご注意ください。

スノータウン　Yeti（イエティ）
FUJIYAMA倶楽部をご利用いただくと、
所定料金より

300円～800円引き
※ シーズンごとに料金が変わりますので、詳しく
はFUJIYAMA倶楽部へお問い合わせください。
ご利用方法は利用ガイドP28をご確認ください。

スキー場リフト割引券を
配布します。

お得な割引料金情報



図書カード／申込方法

6

図書カードNEXTをあっせんします！抽　選

申込方法
窓口 か 郵政はがき 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。

応 募 締 切  11月25日（金）まで
 ※窓口、インターネットは午後５時まで。はがきは当日必着。

引換え期間  12月5日（月）～平成29年1月6日（金）
引換えについて  ①当選した方のみはがきで通知します。
 ②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。
※代引き郵送をご希望の場合は、お電話でお申込みください。

◆ あっせん内容 図書カードNEXT　3,000円券
  ※有効期限：約10年間
◆ あっせん料金 1枚　2,600円
◆ あっせん数 1会員　2枚まで

（あっせん総数400枚）

　2016年６月より磁気式カードから、非接触式カード「図書カード
NEXT」に変わりました。残額・利用履歴がパソコン・スマートフォンな
どから確認可能（WEBにてカード記載の ID番号・PIN番号を入力）にな
ります。
　ご利用方法はこれまでの磁気式の図書カードと変わりません。カードの
残額がなくなるまで何回でも繰り返しご利用になれます。

● 当選通知は応募方法（窓口、はがき、
インターネット）にかかわらず、は
がきで通知します。

● 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）

当選通知について：ご注意ください

インターネット

は が き
サービスセンター窓口

http://www.nakano-kinrou.or.jp/

 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。

 郵政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。

 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。

①図書カードNEXT
②希望枚数
　 （会員を複数併記した場合、必
ず各会員の希望枚数を明記して
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

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し込み
● 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
　　　　「中野区勤労者サービスセンター」行

図書カードが
生まれ変わりました！

※絵柄はピーターラビットを予定しています。



としまえんチケットについて／広告（まなびじゅく）

　９月号にて、としまえん「木馬の会法人券」が廃止され、新
たな１日券の取扱いになることをお知らせしましたが、現在
のところ、次のように会員の皆様に提供する予定で準備を進
めています。

　なお、会員の皆様へは、従来のような極めて廉価な提供は
行えず、また、大人と子供の区分もあり、大人で2,000円～
3,000円（一般料金4,200円～4,500円）、子供で1,500
円前後（一般料金3,200円～3,500円）でのあっせんを予
定しています。
　みなさまのご理解をよろしくお願いいたします。

としまえんの新たな１日券のあっせんについて

新たな１日券につきましては、
■29年2月にあっせん予定の「上期のりもの１日券」　入園+のりもの　（１年間有効）
■29年6月にあっせん予定の「夏の１日券」　入園+のりもの+プール　（7、8月有効）
　※のりもの１日券（入園+のりもの）は、29年9月に再度あっせんを予定

7
〔広告〕



観劇・コンサートチケット
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◆①～⑩の申込方法 抽 選
　11月25日（金）までに電話またはサービスセンター窓口でお申込
みください。12月1日（木）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）｡
☆チケットの引換日は､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

締　切

11
25㈮

まで

当選連絡

12
1㈭
まで

VOCES 8（ヴォーチェス・エイト）クリスマス・コンサート2
ロンドン発、驚異のヴォーカル・グループ。ア・カペラの魅力と合唱の楽しさを組み

合わせたクリスマスのステージは必見です。
【予定曲目】 「メサイヤ」からハレルヤ・コーラス（ヘンデル）、ライオン・キングメド

レー、ABBAメドレー、手紙～拝啓十五の君へ～（アンジェラ・アキ）、
ジングルベル　ほか

 日 時 12月23日（金・祝）　午後2時開演  会 場 東京オペラシティ コンサートホール

 あっせん料金 全席指定  4,300円
　　　　　（一般料金6,000円）

 あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数10枚） ©Emma Saunders

1 クリスマス／アヴェ・マリア ～サンクトペテルブルグ室内合奏団～
豊かな弦のハーモニーと幻想的なハープの響き、透き通ったソプラノの歌声が聖夜を彩る。

バロックの傑作をはじめとした名曲の数々を、心をこめてお届けします。
【予定曲目】 J.S. バッハ（グノー編曲）、シューベルト、カッチーニ：三大アヴェ・マリア、
　　　　　J.S. バッハ：Ｇ線上のアリア、ヴィヴァルディ：「四季」より“冬”　ほか ※未就学児入場不可

 日 時 12月17日（土）　午後3時開演  会 場 東京オペラシティコンサートホール

 あっせん料金 全席指定  3,000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）

第九　～ウクライナ国立歌劇場管弦楽団～3
名門オペラハウスが奏でるベートーヴェン不朽の名作。響き渡る圧巻の“歓喜の歌”。
【予定曲目】ベートーヴェン／「エグモント」序曲、交響曲第9番「合唱付き」 ※未就学児入場不可

 日 時 12月30日（金）　午後2時開演  会 場 東京オペラシティコンサートホール

 あっせん料金 S席  7,400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15枚）

4 市川右近改め 三代目 市川右團次 襲名披露
二代目 市川右近 初舞台

壽新春大歌舞伎
【出演】市川右近改め 三代目 市川右團次、二代目 市川右近
　　　中村梅玉、市川海老蔵、市川猿之助、市川中車　ほか

 日 時 

①1月7日（土）　午前11時開演
【演目】雙生隅田川

②1月9日（月・祝）　午後4時30分開演
【演目】一、源平布引滝　二、三代目市川右團次襲名披露 口上　三、錣引　四、黒塚

 会 場 新橋演舞場  あっせん料金 一等席  13,600円
　　　　（一般料金18,000円）

 あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数各回10枚）



観劇・コンサートチケット
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7 由紀さおり特別公演
世界を魅了する由紀さおりの、お芝居と歌謡オンステージ。

 日 時 1月24日（火）　午後4時開演  会 場 明治座

 あっせん料金 S席  8,600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）

8 天童よしみスペシャルコンサート
2017年で歌手生活45周年を迎える天童よしみ。
天性の歌唱力、パワフルな歌声はもちろんの事、愛嬌のあるキャラクターで皆様に愛され

続けています。

 日 時 1月30日（月）　午後6時開演  会 場 中野サンプラザホール

 あっせん料金 全席指定  4,100円
　　　　　（一般料金7,560円）

 あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数15枚）

5 ミュージカル 『わたしは真悟』
熱狂的なファンを持つ、楳図かずおの名作が、アルベールビル冬季五輪の開閉会式の演出で世界を

驚かせたフィリップ・ドゥクフレの演出・振付でミュージカルになります。
【出演】高畑充希、門脇 麦、小関裕太、大原櫻子、成河　ほか ※未就学児入場不可

 日 時 1月15日（日）　午後1時開演  会 場 新国立劇場　中劇場

 あっせん料金 S席  8,000円
　　  （一般料金10,800円）

 あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数10枚）

6 それいけ！アンパンマン　ミュージカル 『勇気の花に歌おう♪』
アンパンマンがやってくる！
みんなでたのしくうたっておどろう♪

　　　※ 1歳以下の方は大人1名につき1名まで膝上無料。
ただしお席が必要な場合は有料。

 日 時 1月21日（土）　午前11時開演  会 場 東京国際フォーラム　ホールC

 あっせん料金 S席  2,900円
　　（一般料金3,800円）

 あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数15枚）
©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

9 宝塚花組公演 トラジェティ・アラベスク 『金
こん

色
じき

の砂漠』 宝塚舞踊詩 『雪
せっ

華
か

抄
しょう

』
【主演】明日海りお、花乃まりあ

 日 時 2月2日（木）　午後6時30分開演  会 場 東京宝塚劇場

 あっせん料金 S席  7,300円（一般料金8,800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

10 劇団四季 『ノートルダムの鐘』
　アラン・メンケン＆スティーヴン・シュワルツによる珠玉の名曲。ドラマチックな演出で人間の
“明”と“暗”を深く美しく描き出す、これが劇団四季の最新ミュージカル！

 日 時 2月4日（土）　午後1時開演  会 場 四季劇場 [秋 ]（浜松町）

 あっせん料金 S席（1・2階席）9,800円
（一般料金11,880円）

 あっせん数 1会員4枚まで（あっせん総数20枚）

※こども料金はありません。　3歳以上はチケットが必要です。



美術展チケット
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美術展
情報

◆ A～Cの申込方法
◆  11月22日（火）から電話予約とサービスセンター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：11月22日（火）から

マリメッコ展　デザイン、ファブリック、ライフスタイルC
　フィンランドのデザインハウス、マリメッコ。ファブリック、ヴィンテージドレス、ス
ケッチなど計200点以上、デザイナーへのインタビュー、ヘルシンキのプリント工場の
映像などの展示を通して、その歴史と魅力を紹介します。

12月17日（土）～29年2月12日（日）
29年1月1日（日）
午前10時～午後7時
※毎週金・土曜日は午後9時まで（ただし、12月31日を除く）
※入館は閉館の30分前まで
Bunkamura　ザ・ミュージアム
一般900円（当日券1,400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

ファブリック《ウニッコ》（ケシの花）、
図案デザイン：マイヤ・イソラ、1964年
Unikko pattern designed for Marimekko by 
Maija Isola in 1964

　かつて富の象徴であった、その町が可能にした奇跡のコレクション。傑作中の傑作が今、海を渡ってやってくる。モ
ネ、ドガ、ルノワール、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ、マティス、モディリアーニ、ピカソほか、まさに近代ヨーロッ
パ絵画の「顔」ともいうべき巨匠たちの名画が集結。

現在開催中～29年1月21日（土）
11月22日（火）以降、休館日はありません
午前9時30分～午後4時30分
※但し、毎週金曜日は午後8時まで
※入館は閉館の30分前まで
上野の森美術館
一般1,100円（当日券1,600円）
1会員4枚まで（あっせん総数50枚）

会 期
休 館 日
開館時間

会 場
あっせん料金
あっせん数

デトロイト美術館展 ～大西洋を渡ったヨーロッパの名画たち～A

会 期
休 館 日
開館時間

会 場
あっせん料金
あっせん数

現在開催中～29年2月26日（日）
会期中無休
午前10時～午後８時
※但し、火曜日および10月27日（木）は午後５時まで
※入館は閉館の30分前まで
森アーツセンターギャラリー
一般1,200円（当日券1,800円）
1会員4枚まで（あっせん総数40枚） 

ヴェルサイユ宮殿《監修》　マリー・アントワネット展　美術品が語るフランス王妃の真実B
　本展では、肖像画や王妃が愛用した食器や漆器、家具、身に着けた衣服、そして革命期の資料など、美術的、歴史的
に貴重な品々およそ200点が出展されます。さらに、ヴェルサイユ宮殿内にある王妃の
プライベート空間－「プチ・アパルトマン」の浴室、居室を当時の装飾や実際に使われた
家具などとともに原寸大で再現。消失してしまった図書室は、かつての図面をもとに最
新のデジタル技術で再現するなど、これまでにない展覧会です。

エリザベト=ルイーズ・ヴィジェ・ル・ブランと工房
《フランス王妃マリー・アントワネット》
1785年　ヴェルサイユ宮殿美術館
©Château de Versailles (Dist. RMN-GP)/
©Christophe Fouin

にゅうす5月号掲載「東京・ミュージアム　ぐるっとパス」（最終有効期限29年3月31日（金））も引き続きあっせん中です！

※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はなれません。ご注意ください。



こころとからだの元氣プラザ／広告（ペンタくん）

〔広告〕

受 診 期 間

検 査 内 容

受 診 施 設

受 診 料 金

利 用 方 法

１月６日（金）～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（JR・地下鉄 飯田橋駅から徒歩１分）
千代田区飯田橋3-6-5　TEL.03-5210-6622
※女性は女性専用フロアでの実施になります。　　

★会員本人のご利用（Nカード提示＋補助券利用）

キャンペーン特別料金 通常料金
（Nカード提示＋補助券利用）

一般料金

35,000円 43,600円 54,000円

★同居家族のご利用（Nカード提示）

キャンペーン特別料金 通常料金
（Nカード提示）

一般料金

40,000円 48,600円 54,000円

※料金はすべて税込みです。

人間ドックキャンペーン　こころとからだの元氣プラザ
　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。

★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：http://www.genkiplaza.or.jp/

★ 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。その後センター窓口で「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
ドを提示し、料金をお支払いください。

キャンペーン期間中は、
通常料金より

8,600円
お得です！
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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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1 としまえん のりもの1日券 先着順

券　　種 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

秋冬券
（10月～29年3月）

29年3月31日（金）
まで 600円 各券8枚まで 510枚

大人（中学生以上）
 3,300円
子供（3歳～小学生）
 2,800円

★イルミネーション「イルミージュ」   
　開催期間：ファーストシーズン　10月29日（土）～29年1月9日（月・祝）までの毎日
　　　　　　セカンドシーズン　　29年1月13日（金）～3月12日（日）の金・土・休日のみ
　　　　　　ファイナルシーズン　29年3月17日（金）～4月9日（日）までの毎日

2 西武園ゆうえんち 法人パス 先着順

券　　種 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

秋券
（9月～11月） 11月28日（月）まで

600円 各券15枚まで

2,240枚
大人（中学生以上）
 4,200円
子供（身長110cm以上）
 3,200円
子供（身長110cm未満）
 2,900円

冬券
（12月～29年2月）

29年2月27日（月）
まで 1,440枚

注 意   冬券の利用期限は29年2月27日（月）までです。3月は利用できません。
★イルミネーション
　開催期間：10月29日（土）～12月18日（日）までの土・日・祝日
　　　　　　12月23日（金・祝）～29年1月9日（月・祝）までの毎日　※1月1日（日）は休園
　　　　　　29年1月14日（土）～2月26日（日）までの土・日
★超大型の木製立体迷路「トリックメイズ」11月（予定）オープン！
　冬券のご提示で、一般利用料金500円を40％OFFの300円でご利用いただけます。
　※11月利用は一般利用料金500円が必要
　※木馬の会パスポート、1日券、のりもの券等ではご利用になれません　　
　※身長110ｃm未満要成人付添い
★アイススケートリンク
　営業期間（予定）：12月10日（土）～29年2月27日（月）までの毎日　　　※滑走料600円、レンタルシューズ700円

1～4の申込方法（5は現地にてご購入ください）

としまえん「木馬の会 法人券」　終了のお知らせ

　電話予約受付とサービスセンター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。

　としまえん木馬の会（法人会員制度）廃止により、現在あっせん中の「法人会員券・のりも
の１日券」は29年2月までの取り扱いで終了となります。29年3月以降の「のりもの１日券」
のあっせんにつきましては、7ページをご覧ください。



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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仕入の都合により一時的にチケットの在庫がなくなる場合がありますので、サービスセンターへご予約のうえ
購入することをお勧めします。

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

お知らせ

券　　種 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

大人（高校生以上） 1,200円 2,000円

年度計6枚まで
子供（小・中学生） 600円 1,000円

幼児（4歳～小学生未満） 400円 700円
シニア（65歳以上） 取扱いなし 1,700円

プラネタリウム
“満 天”
一般シート

大人（高校生以上） 700円 1,200円

年度計6枚まで
子供（小・中学生） 400円 600円

幼児（4歳～小学生未満） 300円 500円
シルバー（65歳以上） 取扱いなし 1,000円

3 サンシャインシティ チケット

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
29年3月31日（金）まで 29年3月31日（金）まで 1,500円 年度計15枚まで 220枚 3,240円

利用対象　会員とその同居家族
申込方法　① 電話でサービスセンターに会員番号、氏名、枚数を知らせてお申し

込みください。
 ②サービスセンター窓口にＮカードを提示のうえご購入ください。

利用方法　 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。

4  ティップネス中野店・下井草店　施設利用チケット 先着順

得10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。
クレジットカードもご利用可能です。
※得10チケットの詳細は下記をご確認ください。

http://www.tokyo-dome.co.jp/10/

営業時間  午前10時～午後7時
購入枚数  1日につき各券種とも1会員10枚まで

チケット名 会員料金（一般料金）

得10チケット 2,370円（最大6,200円相当）

東京ドームホテル レストランランチ券 2,600円（3,024円相当）

スパ ラクーア入館券（平日） 1,750円（2,634円）

スパ ラクーア トリートメント＆ビューティ 900円（1,000円）

TDCグルメチケット 900円（1,000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】

5 東京ドームシティ　パートナーメンバーズ



東京ディズニーリゾート®情報

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７時）

『東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージスペシャルプラン』のご案内
　コーポレートプログラムご利用者限定の宿泊プラン「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケー
ジスペシャルプラン」の予約が始まりました。
●宿泊対象期間　2017年１月４日（水）～９月30日（土）
※ 申込みご希望の方は、コーポレートプログラム利用者専用サイト：dcp.go2tdr.comから各自でお
申し込みください。ご予約の際にはプランパスワードが必要です。プランパスワードは中野区勤労者
サービスセンターまでお問い合わせください。

最新イベント情報
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東京ディズニーリゾート･コーポレートプログラム 第４回『サンクス・フェスティバル』のお知らせ

2017年１月４日（水）～３月17日（金）※土日祝日を含む全日
「パスポート申込書」をご提出のうえ、チケット販売窓口でご購入いただきます。
※ 「パスポート申込書」は12月上旬、中野区勤労者サービスセンターで配布予定です。

実施期間

パスポート
購入方法

ⓒDisney

東京ディズニーランド・スペシャルイベント

「クリスマス ･ファンタジー」 11月8日(火)～12月25日(日)まで

　「クリスマスのストーリーブック」を
テーマに、ディズニーならではのファ
ンタジックで楽しいクリスマスをお届
け！
　メインのパレード「ディズニー・クリ
スマス・ストーリーズ」では、絵本の中
から飛び出してきたクリスマスを楽しむ
ディズニーの仲間たちの物語が次々に登
場！

ⓒDisney

東京ディズニーシー・スペシャルイベント

「クリスマス ･ウィッシュ」 11月8日(火)～12月25日(日)まで

　15周年アニバーサリーの象徴「ウィッ
シュ・クリスタル」のきらめきが加わっ
た今年ならではのクリスマスイベントを
開催！
　夜のメディテレーニアンハーバーを彩
る水上ショー「カラー・オブ・クリスマ
ス～ナイトタイム・ウィッシュ～」では、
みんなの“Wish”で輝くクリスマスツ
リーに注目してね！



広告（セレモニー）

〔広告〕
15



伝 言 板
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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

堀　江
敬老館

産業振興センター2階
中野駅から徒歩5分

中野駅

◆年末年始の営業について
　12月29日（木）から平成29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。

◆「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
　「なごみの湯」は設備点検およびメンテナンスのため11月15日（火）～17日（木）の期間は休館となり、
18日（金）12時から営業します。

◆「レジャー施設利用補助券」契約施設に関するお知らせ
　「伊豆・三津シーパラダイス」は設備点検等のため12月5日（月）～9日（金）の期間は休館となります。

◆「利用ガイド」記載内容の変更
　■指定宿泊施設の契約解除について（P.46）

　　「志摩別邸　ひろはま荘」は、営業終了のため10月末をもって契約解除となりました。

◆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（入会から６か月を経過した会員が対象です）。

　給付事由の発生した日から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。

◆サービスセンター事務局から
　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111人の方にご入会していただきま
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。

★観劇・コンサートチケット

★東京ディズニーリゾート®情報

★プロ野球チケット（予告）

★美術展チケット

★ジェフグルメカード

★エンジョイライフ情報

★プレゼントコーナー

どうぞご期待ください（一部変更になる場合もあります）。

次号162号〔29年１月16日（月）発行予定〕のお知らせ

　〒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


