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世界遺産

日帰りバスツアー

十石船

宇治平等院鳳凰堂と歴史薫るまち伏見
平成２６年４月に改修工事が終了した世界遺産の平等院鳳凰堂を見学。昼食後は、風情のあ
る水辺が美しい十石船に乗船。その後、坂本龍馬ゆかりの寺田屋と月桂冠の酒蔵を見学します。

◇日

時 １０月４日（日）（雨天決行）
出発時間
午前８時００分
集合場所
八尾商工会議所
解
散
午後７時００分

◇コ ー ス

八尾―（近畿道～第二京阪）―宇治平等院鳳凰堂―月の蔵人（昼食 11:30～12:30）
―伏見 十石船（約 50 分間）―寺田屋―月桂冠大倉記念館―漬物西利（買物）
―おたべ（買物）―（第二京阪～近畿道）―八尾

◇参加資格

会員及び会員の同居登録家族

◇参 加 費

７,０００円
・一般（非会員）の参加者については、
参加費１２,０００円です。
・子供料金の設定はございません。

◇募集定員

３０名（２０名未満の場合は中止の可能性がございます）

◇申込方法

十石船

先着順です。
（但し、申込み多数の場合は、会員及び会員の
同居登録家族を優先させていただきます）

ＦＡＸまたは郵送でお申込み下さい。
★ＦＡＸ番号０７２－９９１－５６０８
①事業所名 ②参加者全員の氏名 ③会員・
家族・非会員の区分 ④代表の方の携帯電話
番号を記載ください。

寺田屋

◇申込締切

９月１８日（金）午後５時まで

◇注意事項

お申し込み後の取り消しは、キャンセル料がかかる場合があります。

１

宝塚大劇場貸切公演のご案内
★貸切公演ならではのポイント
①出演者のアシスタントによる幕間のお楽しみ抽選会
⇒次回貸切公演のペアチケット、スター自筆サイン色紙などが当たる
②終演後にトップスターのご挨拶
◇公 演 組：月組
◇演
目：Musical『舞音―MANON―』
グランドカーニバル『GOLDEN JAZZ』
◇主な出演者：龍真咲、愛希れいか、ほか
◇公 演 日：１１月１５日（日）１５：００開演
１２月 ６日（日）１５：００開演
◇会
場：宝塚大劇場
◇会 員 料 金：Ｓ席 ７,０００円（一般８，３００円） ３０枚
Ａ席 ５,０００円（一般５，５００円） １０枚
※１階・２階の席の指定は出来ません。
◇申 込 締 切：９月２５日（金） 先着順
※申込み後の変更、キャンセルは出来ません。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

錦絵誕生 250 年 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ美術館浮世絵名品展

春信一番！写楽二番！

会員・同居のご家族限定

ⓒ宝塚歌劇団

会員・同居のご家族限定

全米屈指の美術館・フィラデルフィア美術館。その 4,000 点以上の浮世絵コレクションより、鈴木
春信、鳥居清長、東洲斎写楽、喜多川歌麿、葛飾北斎など、そうそうたる作家たちによる浮世絵版画の
名作約 150 点を初公開
◇会期・会場：１０月１０日（土）～１２月６日（日） あべのハルカス美術館
◇価
格：一
般 ７９０円 （通常料金１,３００円）
大学・高校生 ４３０円 （通常料金 ９００円）
中学・小学生 ２７０円 （通常料金 ５００円）
◇締 切 日：９月９日（水）

左：東洲斎写楽《三代目大谷鬼次の江戸兵衛》
寛政 6 年(1794) フィラデルフィア美術館蔵

右：鈴木春信《やつし芦葉達磨》明和 2 ～ 4 年
（1765～67）頃 フィラデルフィア美術館蔵

映画券
情報

２

ＭＯＶＩＸ券 １,２００円
（有効期限：Ｈ２８年１月末迄）
全国のｲｵﾝｼﾈﾏでもご利用いただけます。

共通券１,１００円
（有効期限：Ｈ２８年３月末迄）
布施ﾗｲﾝｼﾈﾏ・ﾃｱﾄﾙ梅田共通

東 宝 券 １,１００円
（有効期限：Ｈ２７年１２月末迄）

あべのアポロシネマ １,０００円
（有効期限：Ｈ２８年２月末迄）
※値下げしました。

※布施ﾗｲﾝｼﾈﾏは小人ﾁｹｯﾄがあります。１枚７００円（３歳～高校生）座席券引換時に必ず学生証を提示ください。

当センターレジャー関連売れ筋ベスト１０！（平成 2６年度）
区分
第１位
第２位
第３位
第４位
第５位

施設名等
ＭＯＶＩＸ券
白浜アドベンチャーワールド
ビアガーデン
東宝券
こども商品券

販売枚数等
1,005 枚
258 枚
257 枚
252 枚
238 ｾｯﾄ

区分
第６位
第７位
第８位
第９位
第 10 位

施設名等
ユニバーサルスタジオジャパン
みさき公園
東京ディズニーランド
日帰りバスツアー
ナガシマスパーランド

みさき公園 秋・冬季特別割引入園券のあっせん

販売枚数等
172 枚
153 枚
152 枚
108 枚
99 枚

会員・同居のご家族限定

◇期
間 平成２７年９月１０日（木）～平成２８年１月７日（木）
◇営業時間 ９時３０分～１７時（１２月１日以降は１０時～１６時３０分）
◇入 園 券
区 分
種別
会員料金
一般料金
おとな
８００円
１,３５０円
特別割引入園券
（入園のみ）
こども
４００円
７００円
アトラクションカード
１,５００円
２,０００円
※こども料金は、３歳～小学生まで

◇休 園 日 ９月～１１月は毎週水曜日（９月２３日は営業）
１２月は２日、８日～１０日、１６日
◇イルカショー、イルカふれあい体験、動物ふれあい広場、ロバの乗馬、キリンのえさやり体験、南米の森
ミニツアーなど、様々なイベントを開催。
※開催期間、時間、料金等は各イベントによって異なります。

アクアライナー

会員・同居のご家族限定

ゆったりと流れる川と一体となった大阪城・中之島周辺のまちなみ、
大川等の川沿いは、都心の喧騒を忘れさせます。いくつもの橋をくぐ
りながら歴史あふれる大阪の名所・旧跡の数々を川面からお楽しみく
ださい。
◇会員料金 大 人（中学生以上）１,０００円（一般１,７００円）
小 人（小学生）
５００円（一般 ８５０円）
◇乗 船 場 大阪城港、八軒家浜船着場、淀屋橋港、ＯＡＰ港
間 約６０分の周遊後、乗船した港へ帰ってきます。
◇時

コーアゴルフプラザ
秋だ～ ｽﾎﾟｰﾂだ～ ゴルフだ～

会員・同居のご家族限定

◇住
◇施

所：八尾市二俣１－１３ ☎０７２－９４９－５２４１
設：２階 104 打席 220 ヤード 照明完備
プリペイドカードによる全打席自動ティーアップシステム
駐車場 168 台、喫茶、レストスペースあり
◇営業時間：平
日：９：００～２４：００
土・日・祝：７：００～２４：００
◇プリペイドカードあっせん中 ８,８００円（通常価格１０,０００円）

３

初登場

ランチ＆アフタヌーンティ－バイキング
チケット斡旋：限定５０名様
会場：イタリアンレストラン＆スカイバー「タボラ 36」
〒542-0076
中央区難波 5-1-60
☎06-6646-5125
①ランチバイキング
土 日 祝

※土日祝 ： 赤・白ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾜｲﾝ、季節のｶｸﾃﾙ､ﾓｸﾃﾙ、ｺｰﾋｰ、紅茶、ｼﾞｭｰｽ付
※平日 ： ｺｰﾋｰ・紅茶・ｼﾞｭｰｽと２５種類のﾃﾞｻﾞｰﾄ付
種別 当日価格
会員価格
平 日
種別 当日価格

会員価格

時 間 (11：30～14：30)

大人

5,863 円

5,000 円

時 間 (11：30～15：30)

大人

4,277 円

3,500 円

ﾗｽﾄｴﾝﾄﾘｰ (14：00)

子供

2,299 円

1,500 円

ﾗｽﾄｴﾝﾄﾘｰ (15：00)

子供

2,138 円

1,500 円

②アフタヌーンティ－バイキング（※スパークリングワイン飲み放題）
土 日 祝
時 間 (15：00～17：00)
ﾗｽﾄｴﾝﾄﾘｰ (16：30)

種別
大人
子供

当日価格
4,158 円
2,079 円

会員価格
3,500 円
1,500 円

※平日は開催しておりません。

・子供料金は４才～１２才迄になります。
・必ず事前予約してください。
（電話番号０６－６６４６－５１２５）
・限定５０枚、先着順です。
・除 外 日 ２０１５年１２月２２日～２５日と１２月３１日、
２０１６年１月１日～３日です。
・申込締切 ９月１６日（水）
・有効期限 ２０１５年１０月１日（木）～２０１６年３月３１日（木）迄

未加入事業所をご紹介ください
皆さまのお知り合いで、共済センターに未加入の事業所がありましたらご紹介ください。
事務局から資料の送付、詳しい説明にお伺いさせていただきます。未加入事業所をご紹介いただければ

１事業所入会につき１０,０００円／従業員１名入会につき１,０００円の金券をプレゼント
対象は、加入後３ケ月経過の従業員、事業所、従業員の方は既存会員事業所未加入の方。３ケ月ごとの
入退会者は該当しません。また、１グループ企業は１事業所とさせていただきます。

事務局からのお願い
チケット注文時等のお願い
●スポーツクラブパシオ・ビオス利用券は、枚数に限りがあるため、お１人様１回のご注文は５枚迄でお願いします。
●チケットのご購入対象者は、ご本人と登録同居ご家族のみです。
当センターガイドブックの
●チケットは日にちに余裕をもってご注文ください。
掲載内容について
※在庫に限りがあるため、発注後２週間以上かかる場合がございます。

給付申請について
●給付申請は、事由発生から１年以内です。１年を超えると給付申請出来ません。

退会届・入会届は、お早めに提出をお願いします。
●退会される場合は、退会月の末までに必ず登録取消届を提出してください。
届出が翌月になりますと、翌月分の会費を納付していただくことになります。
●入会していただく場合も、入会月の 1 日までに入会届を提出してください。
（土、日、祝の場合は翌日）
●届出用紙の提出が遅れる場合は、電話又はＦＡＸで事前にご連絡ください。
（全労済慶弔共済保険の加入及び解約手続きを行うため、提出期限を厳守ください）

４

平成２５年に発行させてい
ただきましたガイドブック
は、消費税の増税等により、
価格、サービス内容が変更に
なっている場合がございま
す。
詳しくは、当センターまで
お問い合わせください。
また、当センターホームペー
ジもご活用ください。

