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間

◇主

◇日

◇時 受付開始 9:15 乗船開始

催 株式会社フェリーさんふらわあ

時 平成 29年 12月 23日(土) 大阪南港 ATC ｺｽﾓﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ発着

10:45

◇会員料金

出港 11：45～明石海峡・大阪湾周遊～入港 15:15

◇申込締切 11月 16日(木) ※お申込み後のキャンセル不可

◇販売枚数 合計で 50 枚 ※申込み多数の場合は抽選を行い、11月 24日(金)迄に当選者のみにご連絡いたします。

次の事項をご記入の上、当センターへお申込みください。◇申込方法

◇船内イベント

◇そ の 他

☆ ☆特別企画

※お申込み時のグループ構成により自動的にエントリーされます。当選された方には、12月上旬頃事業所へ

当センターより発送いたします。なお、発表は発送をもって代えさせていただきます。

※当選された場合でも、お申込みいただいた乗船券分の払戻しはいたしません。

・料金には食事代は含まれていません。
※船内のレストランはクルーズ特別メニューで営業します。お弁当の持ち込みも可能です。

・当日船内でゆったりとお過ごしになりたい方へ、船室販売を実施致します。

・駐車場を無料開放しております。(先着 100台：ご利用時間 9:30～16:30)

・公共交通機関をご利用の場合、ニュートラム「トレードセンター前駅」下車すぐです。

・詳細は、さんふらわあＨＰ<www.ferry-sunflower.co.jp>又は☎<06-6614-1013>にてご確認ください。

種 別 会員価格 通常価格

大 人 3,000 円 3,900円

小学生 1,500 円 1,900円

幼 児 500 円 1,000円
※幼児は 3歳以上の未就学児です(2歳以下は無料)。

明石海峡や大阪湾を明石海峡や大阪湾を
船から眺める船から眺める
特別なクルーズ特別なクルーズ

※ツアーの内容及びお申込みの詳細については、当誌10月号1面をご参照ください。（当センターHPからも閲覧可）

さんふらわあ
クリスマスクルーズ
さんふらわあ

クリスマスクルーズ

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
２０１７．１１月号（Vol．２９・No３２１）

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/



２

体感オービィ大阪 ～地球 ～

◇所 在 地 吹田市千里万博公園 2-1 ＥＸＰＯＣＩＴＹ内

大阪モノレール「万博記念公園」駅よりすぐ

有効期間：ご購入日より 6か月間限り有効

◇休 館 日 不定休（ＥＸＰＯＣＩＴＹの休館日に準ずる）

◇開館時間 10：00～21：00（最終入館は 19：00まで）

◇会員価格 入館引換券（現地で「１ＤＡＹパスポート」と引換）

◇枚

◇会員料金：2,500 円（3,000円分チャージ済み）

◇有効期限：2年間（ご利用またはチャージで更に 2年間延長）

数：限定３０枚 ※お一人様につき 1枚限り

◇お申込み 当センターまでお申込みください。(常時受付)

◇そ の 他 ◆駐車場は、ららぽーと EXPOCITY の駐車場をご利用ください。オービィ大阪ご利用で 2時間無料となります。

◆その他の情報は、オービィ大阪のＨＰまたはお電話（☎06-6155-7299）等でご確認ください。

◆入館引換券お申込み後のキャンセル及び変更はできません。また、入館引換券表記の有効期限を経過すると無効

となりご利用いただけません。なお、その場合でも払戻し・お引換え等は一切できませんのでご注意ください。

◆療育手帳、各種障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人様と同伴者一名様まで割引料金が適用され、現地購入の方

がお安くなります。詳細はオービィ大阪ＨＰ等でご確認ください。

所 京都府城陽市中芦原 25－2 ☎ 0774-54-1419◇住

◇施

◇お申込み：事業所名・会員氏名を明記の上、ＦＡＸ(072－991-5608)にてお申込みください。（※お申込み後のキャンセル不可）

◇締 切 日：11月 13日(月) ※申込み多数時は抽選を行い、11月 27日(月)までに当選者のみにご連絡いたします。

◇そ の 他：チケットのお渡しは、12月上旬頃の予定です。(お渡し時点の有効期限:平成 31年 11月 27日)

◇営業時間 午前 10時～翌午前 1時まで（休館日：第 2火曜日）

設 駐車場 150台、その他レストラン・休憩室あり

種 別 会員価格 通常価格

◇会員価格 650円（一般料金 1,235円）
※有効期間：購入後 6ヶ月間／お子様向け会員価格の設定はございません。

1,500 円 2,160円

1,200 円 1,728円

800 円 1,296円

500 円

大 人

高校･大学生

小･中学生

幼児(４歳以上) 864円

新規契約

※･３歳以下は無料です。･当日なら何度でも再入館ができます。
･他の特典や割引とは併用できません。

会員・同居のご家族限定

会員限定

上方温泉 一休 京都本館 入浴券 会員・同居のご家族限定ホッと温泉ホッと温泉

動物や地球の物語を楽しもう!
■日本最大級スクリーン「シアター23.4」
約340名収容！

幅40m×高さ 8ｍの特大スクリーンと、 霧や匂いの

演出効果を取り入れたスペシャルシアター
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◇会

◇公 演 日 平成 30年 1月 28日（日）14：00開演（13：30開場）

場 八尾プリズムホール 小ホール

◇出 演 等 【振付】北村成美 【出演】北村成美、菊池航、公募市民のみなさん

◇会員料金 大 人 1,000円

高校生以下および障がい者と付き添いの方 1名まで 500円
※確認できる証明書(学生証・障がい者手帳等)を公演当日ご持参ください。

◇会員料金

◇申込締切 11月 20日（月）※申込み後の変更、キャンセル不可

◇販売枚数 売切れ次第終了になります。
※3歳未満で膝上鑑賞の場合は無料です。

※車椅子でご来場のお客様は、事前にプリズムホールチケットカウンター（072-924-9999）までご連絡ください。

◇開催期間（入園期間）

2017 年 12 月 1 日（金）～12月 29日（金）の平日 および

◇有効期限 2018年 2月 28日（水）まで

※休園日：2018年 1月 9日（火）～1月 12日（金）、1月 22日（月）～2月 2日（金）

◇申込締切 11月 15日（水）（様式⑭「事業等申込書」にて当センターまでお申込みください。）

※2018年 2月 28日まで有効期限分チケットの最終のあっせんとなります。（次年分は 2018年 3月あっせん開始予定）

締切後の発注となります。チケットが届き次第、事業所へご連絡いたします。（約 1週間かかります）

2018 年 1 月 5 日（金）～ 2月 28日（水）の全日

１．サンクスフェスティバルパスポートについて

２．利用券（５００円券）は、年度内２回までご利用出来ます。（会員及び同居の家族数まで）

◆上記期間中「東京ディズニーランド」「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。
※入園制限中のパークではご利用いただけません。

◇サンクス・フェスティバル期間中の特別価格

パスポート券（入園券＋乗り物乗り放題）のあっせん

会員・同居のご家族限定

区 分

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム「サンクス・フェスティバル」パスポートのお知らせ

「サンクス・フェスティバル」
パスポートのみご利用

一般料金
「サンクス・フェスティバル」
パスポートと｢利用券｣を併用

6,400円 5,900円 7,400円

5,500円 5,000円 6,400円

大人（18歳以上）

中人（中学・高校生 12～17歳）

小人（幼児・小学生 4～11歳） 4,100円 3,600円 4,800円

会員・同居の

ご家族限定

区 分 対 象 会員料金 一般料金

※一部除外あり

モートピアパスポート券
（入園＋乗り物乗り放題）

2,400円 4,300円

1,900円 3,300円

1,100円 2,100円

大 人（中学生以上）

子ども（小学生）

幼 児（３歳～未就学児）

会員・同居のご家族限定

11 月 20 日（月） は、チケット等の配達をお休みさせていただきます。配達のお休みについて
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ケットお申込み方法変更の 知らせ（平成 29年 11月より）チ お

※ご予約時『八尾市共済センターチケットあり』とお伝えください。

会員並びに同居のご家族限定

お申込みは「様式⑭事業等申込書」で

◇ご利用期間 平成 29年 11月 3日(金･祝)～平成 30年 3月 31日(土)の土・日・祝日

※除外日：12月 23～24日、12月 31日～1月 1日

◇ご利用店舗 『オールデイダイニング ＳＡＴＳＵＫＩ』
（大阪市中央区城見 1-4-1 ホテルニューオータニ大阪 1階）

◇ご利用時間 12：00～20：30の間で 4部制（各 90分制・詳細下記）

◇会員価 格 『ウィークエンドビュッフェチケット』

※クリスマス期間(12月 16･17日)は別途追加料金が必要です。追加料金

大人 1,000円･小学生 500円は、ご利用時に店舗でお支払いください。

②インターネット（ニューオータニ大阪ＨＰから可能）

◇ご利用方法 チケットご購入前に、必ず店舗へ予約をお済ませください。

※ご予約時『八尾市共済センターチケットあり』とお伝えください。

★ご予約先 ①☎ 06-6920-7360（オールデイダイニングSATSUKI 直通）

※「ご要望欄」に上記 の旨をご記載ください。

☆得◯◯

◇お申し込み 様式⑭「事業等申込書」にて八尾市共済センターまでお申し込みください。
※お申込み後のキャンセル・変更、及び未使用分の払戻し等はできません。

大人1名につき同伴の幼児1 名が 無料に！（2 人目からは「小学生券」が必要）

チケットお申込み方法変更のお知らせ（平成 29年 11月より）

★【 対象 】 および のチケット

イメージ

ホテルニューオータニ大阪

12 月 25 日(月) 3 部・4 部のみ追加開催します(追加料金なし) 

土 ・ 日 ・ 祝日 限定

ランチ又は

ディナーに！

種 別 会員価格 一般価格 利用時間帯(90分制) 

大 人 3,500 円 5,800円

※ 予 約 制

１部 12：00～13：30

２部 14：00～15：30

３部 17：00～18：30

４部 19：00～20：30

小学生 1,500 円
(小学生券)

3,000円

幼児(４歳～) 2,000円

【変更前】任 意

口頭(お電話など)、自由書式のFAX他

【変更後】様式⑭『事業等申込書』でお申込み

※当センターHPよりダウンロードできます

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、お１人様１回のご注文は５枚迄です。

・当センター取扱チケット類のご利用対象者は、会員ご本人と登録の同居ご家族限定です。対象者以外の方は利用できません。

また、申込み後のキャンセル、及び払い戻し・交換はできません。

・チケットは日にちに余裕をもってご注文ください。特に、白浜アドベンチャーワールド･鈴鹿サーキットは在庫しておりません。

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。また、給付申請書には正しくお振込先銀行口座

をご記入ください。誤りがありますと、銀行手数料分が差し引かれてのご入金になります。

退会届・入会届の提出期限について
・退会時は、必ず退会月の末までに登録取消届をご提出ください。翌月になると、翌月分の会費が発生します。

・入会時も、入会月の 1日までに入会届を提出してください。(土曜･日曜･祝日の場合は翌平日)

・届出用紙の提出が遅れる場合は、必ず電話又はＦＡＸで事前にご連絡ください。

当センターへのご意見・ご要望について
・当センターへのご意見・ご要望等がございましたら、当センターＨＰ内、「お問い合わせ」フォームよりお寄せください。

ウィークエンドビュッフェウィークエンドビュッフェ

「鈴鹿サーキット」「鈴鹿サーキット」「白浜アドベンチャーワールド」「白浜アドベンチャーワールド」

【変更後】様式⑭『事業等申込書』でお申込み

※当センターHPよりダウンロードできます

ウィークエンドビュッフェウィークエンドビュッフェ


