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東京ディズニーリゾートのマジックキングダムクラブは、２０１６年３月３１日をもって終了することになりました。 

◇マジックキングダムクラブ・メンバーシップカードは、現在の有効期限２０１６年３月３１日をもって 

無効となります。尚、無効になったカードの返却の必要はありません。 

◇マジックキングダムクラブ・パスポートは、ご来園日が２０１６年３月３１日のものまでご購入いただけ

ます。尚、前売り券、予約券も同様となりますのでご了承ください。 

◇ホテル宿泊特典、イクスピアリの一部店舗・シネマイクスピアリの割引は、２０１６年３月３１日までご

利用出来ます。 

映画券

情報

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：Ｈ２８年２月末迄）

あべのｱﾎﾟﾛ１,０００円
（有効期限：Ｈ２８年４月末迄）

※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。 

シェラトン都ホテル大阪              会員・同居のご家族様限定 

ご利用期間 

　平成２７年１２月４日（金）～ 
１２月３１日（木） 

※但し、１２月１９日（土）～１２月

　２５日（金）はご利用出来ません。 

ご利用店舗 ２１階 トップオブミヤコ 

対象メニュー ディナーバイキング 

料

金

一般 ３,６００円（通常４,６００円） 

小学生 １,６００円（通常２,４００円） 

4歳～小学生未満 １,０００円 

ご予約・お問合せ先 ☎０６-６７７３-１２７９（直通）

◇ご利用上の注意 

   ・ご利用は、会員並びに会員と同居し当センターに登録している家族です。

   ・全日予約制です。満席でご利用出来ない場合があります。 

   ・土・日祝日のご利用時間は９０分以内で２部制になります。 

   ・当センターで食事券のあっせんを行います。ご予約し食事券を店舗へ持参 

下さい。但し、4歳～小学生未満は、トップオブミヤコでお支払い下さい。 

  ◇シェラトン都ホテル大阪  

　大阪市天王寺区上本町６－１－５５（近鉄 上本町駅直結） 

東京ディズニーリゾートマジックキングダムクラブ終了のお知らせ 

編集・発行／公益財団法人八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター

八尾市共済センターニュース （ワーキング・オン）

Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｏｎ
２０１５．１２月号（Vol．２７・No２９８）

一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟

〒581－0006 大阪府八尾市清水町１－１－６　ＴＥＬ 072－991－5607
（八尾商工会議所内）　ＦＡＸ 072－991－5608

ホームページ http://www.yao-kyosaicenter.or.jp/
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１．実施期間（入園期間）：２０１６年１月６日（水）～３月１８日（金） 

  ◇上記期間中「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」 

いずれかのパークを１日ご利用いただけます。 

   ◇入園保証はございません。（入園制限中のパークのご利用は出来ません） 

   ◇特別利用券（５００円券）は、年度内１人２回までご利用出来ます。 

 ２．サンクスフェスティバル期間中の特別価格 

区分 一般料金 
ｻﾝｸｽ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 

購入申込書利用 
ｻﾝｸｽ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ購入
申込書と特別利用券の併用

大人（１８歳以上） ６,３００円 ５,８００円

中人（中学生・高校生） ５,４００円 ４,９００円

４,５００円

６,９００円

６,０００円

小人（４歳～１１歳） ３,９００円 ３,４００円

   ◇サンクスフェスティバルパスポート購入申込書 

３．パスポート購入方法 

「パスポート購入申込書」（必要事項を漏れなくご記入ください）をﾁｹｯﾄ販売窓口にご提出ください。 

購入申込書 1 枚につき 5 名様までご購入可能です。 

※特別利用券をお持ちの方は、併用可能です。購入申込書と一緒にご提出ください。 

※購入申込書のご提出がない場合、特別料金は適用されませんのでご注意ください。 

※ご購入の際、勤務先が確認できる物のご提示をお願いする場合があります。 

４．チケット販売窓口 

【当日券】 東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの当日券販売窓口 他 

【前売券】 2015 年 12 月 6 日（日）より販売開始 

東京ディズニーリゾート・チケットセンター（イクスピアリ１Ｆ）他 

５．パスポートの変更について 

①旅行会社等で他チケットの「観光券」「入場予約券」「直接入園予約券」をお買い求めになり、 

本パスポートへ変更される場合は、ご来園当日に入園されるパークの当日券販売窓口にて「パス 

ポート購入申込書」をご提出ください。チケット変更手数料（200 円/1 枚）を差し引いた差額を 

精算いたします。「観光券」「入場予約券」「直接入園予約券」から本パスポートへの事前変更 

はできませんのでご了承ください。 

②１デーパスポート等の他チケットから本パスポートへ変更される場合は、チケット販売窓口にて 

「パスポート購入申込書」をご提出ください。チケット変更手数料（200 円/1 枚）を差し引いた差

額を精算いたします。 

③本パスポートをご購入後、実施期間外にご利用になる場合は、チケット販売窓口にて、ご利用当日 

の通常料金との差額と、チケット変更手数料（200 円/1 枚）を別途申し受けます。 

※ご利用は、券面に印字されている有効期限内に限ります。 

東京ディズニーランド・東京ディズニーシー
『特別団体契約「サンクス・フェスティバル」パスポート』のお知らせ

会員・同居の 

ご家族限定です。 

対象外の場合はお申

込み出来ません。 
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サンスクエア堺 お年玉コンサート２０１６

音登夢とマッキーの ノスタルジック・ウィーン ～音楽の都が育んだ作曲家達の名曲をあなたに～ 

◇開 演 日  平成２８年１月９日（土） 

◇開演時間  １４：００～（開場：１３：３０） 

◇会  場  サンスクエアホール 

堺市立勤労者総合福祉センター 

（サンスクエア堺）ＪＲ堺市駅西 300m 

◇出  演  指揮・ナビゲーター：牧村 邦彦 

◇演  奏  音登夢弦楽五重奏団  

第 1ヴァイオリン：木村 直子 

第２ヴァイオリン：宮下 和子 

ヴィオラ：法橋  泰子 

チェロ：木村 政雄 

コントラバス：三井 脩平 

クラリネット：吉田 佐和子 

ピアノ:矢崎 真理 

ソプラノ：小梶 史絵 

ソプラノ：松尾 知佳 

メゾソプラノ：森  季子 

◇内  容  弦楽五重奏など解説とともに、ピアノソロ・室内楽・ジプシーアンサンブル・ヴァイオ

リンソナタ・チェロソナタ、ソプラノ独唱・弦楽アンサンブルと歌手のアンサンブルな

ど様々な音楽を披露します。また、オペラ「ばらの騎士」最終シーンより歌手による名

曲もお楽しみいただけます。 

曲名等  

歌劇「ばらの騎士」より 最終シーン ……Ｒ・シュトラウス／木村 政雄 

ピアノ五重奏曲 「ます」第４楽章  ……Ｆ・シューベルト 

ワルツ「南国のばら」 ………………………Ｊ・シュトラウス／Ａ・シェーンベルク 

「ウィーンはいつもウィーン」 ……………Ｊ・シュランメルン 

「ハンガリア舞曲第５番」 …………………Ｊ・ブラームス 

「アダージェット」 …………………………Ｇ・マーラー／木村 政雄 ほか

◇入 場 料  全席自由 

会員価格１,８００円（一般当日：２,５００円） 

※未就学児の入場はご遠慮ください。 

  ◇申込締切日  平成２７年１２月１８日（金）チケットは当センターにお申込みください。 

◇入浴料金 ７００円 ⇒ ６５０円（５０円値下げしました） 

◇効  能：神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、 

うちみ、くじき、慢性消化器病、冷え性、疲労回復、健康増進 

◇住  所：京都府城陽市中芦原２５－２  電話 0774-54-1419 

◇営業時間：午前１０時～翌午前１時まで（休館日 第二火曜日） 

◇施  設：駐車場１５０台・その他レストラン、休憩所あり 

※有効期間：購入後６ヶ月間／子供料金等の割引はありません。 

上方温泉・一休 京都本館 入浴料金値下げのお知らせ 
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◇会員料金  会員価格 ６,１００円（一般価格８,１００円） 

◇申込方法  ご利用の際は、申請書をご利用ください。 

（１２月号のﾜｰｷﾝｸﾞｵﾝに共済担当者様へ利用申請書を同封しております） 

 ◇利用制限  ご利用は、おひとり様１回１枚。年度内２回限り申請可能 

 ◇有効期限  ２０１６年１２月末日まで 

 ◇注意事項  ①宿泊補助券でご宿泊総額から８,１００円分を差し引かせていただきます。差引残額や

追加料金は別途ご負担いただきます。 

②宿泊補助券は、湯快リゾート各館でのご宿泊・ご飲食でご利用いただけます。 

③ご予約は、各ホテル・旅館まで直接お電話、または、湯快リゾート公式ホームペー   

ジに限ります。 

        ④宿泊補助券は、チェックインの際にフロントにてご提示ください。 

        ⑤宿泊補助券は、釣り銭のお渡し、現金とのお引換え、お払戻しはできませんのでご了承

ください。 

        ⑥宿泊補助券と他のギフトチェックのお取替え（券種変更）は、できませんのでご了承く

ださい。 

        ⑦宿泊補助券の盗難・紛失・滅失等に対して、その責を負いません。 

        ⑧宿泊補助券のお持ち忘れ、後日申告はできません。 

        ⑨入湯税については、別途ご負担いただきます。 

        ⑩詳しくは、各ホテル・旅館までお問い合わせください。         

※ご利用可能ホテル・旅館や情報は、ホームページでご確認ください。 

◇上 映 期 間   平成２７年１２月５日（土）～平成２８年１月１５日（金） 

◇会 員 料 金   １,０００円(当日通常料金 1,800円、前売料金 1,400円) 

 ◇申込締切日   平成２７年１２月１８日（金）まで  

※先着順です。枚数には限りがあります。 

◇出　演　者   内野聖陽 ケナン・エジェ 忽那汐里  

アリジャン・ユジェソイ 小澤征悦 宅間孝行 大東駿介 

渡部豪太 徳井優 小林綾子 螢雪次朗 かたせ梨乃 

夏川結衣 永島敏行 竹中直人 笹野高史ほか 

◇上映映画館   MOVIX八尾、あべのｱﾎﾟﾛｼﾈﾏ、布施ﾗｲﾝｼﾈﾏ、なんばﾊﾟｰｸｽｼﾈﾏ、 

大阪ｽﾃｰｼｮﾝｼﾃｨｼﾈﾏ ほか 

年末年始のお知らせ 

○当センターは、１２月２９日（火）～１月３日（日）まで休業させていただきます。

 ○チケット配達ご希望の場合は、１２月１７日（木）までにお申し込み下さい。

  ⇒最終のお届け日１２月２１日（月） 

    特に白浜アドベンチャーワールドのチケットは、注文を受けてからの発注となります。 お届けまでに１０日ほどかか

りますのでご注意ください。 

 ○年始のお申し込みは、１月４日（月）から受付させていただきます。 

  ⇒年始のお届けは１月８日（金）を予定 

 ○会員退会がある場合は、１２月２８日（月）までに必ず登録取消届を提出してください。 

 ○入会届は、１月４日（月）までにご提出ください。 

クックメイト(株)    八尾市清水町１ 

湯快リゾート宿泊補助券のご案内 会員・同居のご家族限定初登場

湯快 検索 

ご入会事業所 

東映映画「海難１８９０」特別鑑賞券のあっせん 会員・同居のご家族限定

©2015Ertugrul Film Partners 


