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◇日 時 12月 22日(土) 大阪南港 ATCさんふらわあターミナル（大阪）発着

◇時 間 受付開始 9:15 乗船開始 10:45

◇会員料金

◇申込締切 11月 20日(火)

◇販売枚数 合計で 50 枚

◇申込方法 次の事項をご記入の上、当センターへお申込みください。

◇会員料金 2,500 円（3,000円分チャージ済み）

◇枚 数 限定 30 枚 ※お一人様につき 1枚限り

◇有効期限 2年間（ ）

◇申込締切

◇お申込み 当センターまでＦＡＸ(072 991-- 5608)にてお申込みください。

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

1111月６日月６日((火火)) ※抽選※抽選

出港 11：45 ～ 明石海峡・大阪湾周遊 ～ 入港 15:15

船内イベントの一例（詳細はさんふらわあのHP等でご確認ください。）
 ①船内クイズラリー＆抽選会 ②♪クリスマスライブ ③ご当地キャラクターPRイベント ④操舵室見学（30名限定）……etc

 ※内容が変更になる場合があります。

☆キャンペーンのおしらせ☆
乗船券を2枚以上ご購入で、抽選で10組様に「大人乗船券1枚」をプレゼント！
※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。当選者には、当センターより 12 月上旬頃に事業所へ発送いたします。

なお、発表は発送をもって代えさせていただきます。また、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。

締切間近

会員ご本人限定◎全国のケンタッキーフライドチキンの店頭でご利用いただけます(特殊店舗は除く)。
★10円単位で利用でき、店頭でチャージが可能です(5万円まで)。※お釣りは出ません。
◎全国のケンタッキーフライドチキンの店頭でご利用いただけます(特殊店舗は除く)。
★10円単位で利用でき、店頭でチャージが可能です(5万円まで)。※お釣りは出ません。

クリスマス
　　にも！
クリスマス
　　にも！
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◇ご利用期間 平成 30年 11月 3日(土･祝)～平成 31年 3月 31日(日)の土･日･祝日

◇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 90分制（12：00～20：30の間で 4部制・詳細下記）

◇会員価 格

☆ご予約は… ①お電話 06-6920-7360（SATSUKI 直通）

②ニューオータニ大阪ＨＰから（ネット予約）

◇お申込 み 『事業等申込書』で当センターへお申込みください。

◇申込期 限 平成 31年 3月 20日（水）まで受付いたします。

◇会員価格 1,500 円（定価 2,700円）

◇販売部数 50部（ ）

◇申込締切 11月 28日（水）

◇上映開始 12月 28日（金）より 全国ロードショー

◇出 演 大泉洋、高畑充希、三浦春馬 ほか

◇会員価格 900 円（当日通常料金 1,800円／前売料金 1,400円）

◇販 売 数 50枚（ ）

◇申込期限 平成 31年 1月 25日（金）まで申込み受付

★上映劇場は、ＨＰ<http://bananakayo.jp/>でご確認ください。

イメージ

種 別 会員価格 一般価格 利用時間帯(予約制)

大 人 4,000 円 5,800円
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 2,500 円 3,000円

チケットご購入時は、必ず事前に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。

Ⓒ2018 映画「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」製作委員会

枚

会員及び会員の同居登録家族限定ご利用となります

～女子トッププロ 12 名が登場～
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◇開催期間 平成 30年１２月８日(土)～平成 31年３月１１日(月)

◇会 場 大阪駅前うめきたグランフロント西 特設会場

★会員料金 『入場券』(自由席への入場ができます。)

※指定席をご希望の際は、追加で別途「指定席券」のご購入が必要です。

◇販売期間 平成 31 年２月２２日(金)まで

◇公演日時 12月 23日（日）15：30開演／14：45開場

◇会 場 梅田芸術劇場メインホール（大阪市北区茶屋町 19-1）

◇会員料金 5,500 円 (Ｓ席・一般料金 6,500円)

◇販売枚数 限定 10枚（ ）

◇申込締切 11月 21日（水）までに当センターへお申込みください。

8月号掲載の『蓬莱本館 豚まん・焼売作り体験とランチ』を 9月 22日（土）に

実施し、東大阪市・八尾市合わせて 50名様の参加がありました。

手作り体験では、終始和やかな雰囲気で、餡を包む作業に皆様真剣な表情の中に

も多くの笑顔が見られました。そのあと、蒸し上がるまでの時間で同店のランチを

とりながら談笑、そして食事後に、蒸し上がったばかりの手作り豚まん 4個と焼売 10個

をお土産として持ち帰られました。

今回、皆様のおかげをもちまして満席御礼の盛況イベントとなりました。今後も企画

実施をしてまいります。

区 分 会員価格 一般前売価格

おとな（高校生以上） 2,000 円 2,900円

こども（３歳～中学生まで） 1,000 円 1,900円
※２歳以下のお子様は、膝の上に乗せてご観覧ください。

大阪駅前うめきた公演 自由席入場券 会員・同居のご家族限定

特別自由席
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 配達のお休みについて

・11月 21日（水）は、チケット等配達をお休みさせていただきます。

 退会届・入会届の提出期限について
・退会届は、必ず退会月の末日までに登録取消届をご提出ください。過ぎますと、翌月分の会費が発生します。

・入会届は、入会月の 1日までに提出してください。過ぎますと、翌月入会となります。

・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。

 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。

・チケットはお早めにご注文ください。特に白浜アドベンチャーワールド・鈴鹿サーキットはご注文受け後の発注となり、10日ほどかかります。

・指定イベント・チケットお申込み時に必要な『事業等申込書』は、当センターＨＰ内「各種様式」⑭からダウンロードしてください。

 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ます。

 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。

◇会員料金 『モートピアパスポート券』（入園＋のりものパスポート）※一部除外あり

◇有効期限 平成 31年 2月 28日（木）まで

◇申込締切 11月 15日（木）

※締切後の発注となります。お渡し日は、チケットが届き次第（概ね 1週間後）、事業所へご連絡いたします。

★本年度分（平成31年2月28日有効期限）チケットの最終あっせんです。（次年分は平成31年3月開始予定）

★会員料金 3,500 円（一般料金 一階席 4,700円/二階席 4,200円）

※詳細は先月号 Working On（当センターＨＰからも閲覧可能）上でご確認ください。

会員・同居の

ご家族限定

種 別 会員料金 一般料金

大 人（中学生以上） 2,400 円 4,300円

子ども（小学生） 1,900 円 3,300円

幼 児（３歳～未就学児） 1,100 円 2,100円

入会事業所のご案内（５０音順）

✧ 株式会社あかおに鉄工所：太田新町 ✧ 株式会社西野工作所：太田新町

✧ バンブーカンパニー field cosme：天王寺屋

映画券

情報

MOVIX券 1,200 円（有効期限：Ｈ31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。 （有効期限：Ｈ31年 3月末迄）

東宝券 1,100 円
（有効期限：Ｈ31年 2月末迄) （有効期限：Ｈ31年 3月末迄）

※布施ラインシネマの小人チケット１枚650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。

会員・同居のご家族限定残り
わずか

共通券1,000円（布施ラインシネマ・テアトル梅田共通券）

あべのアポロ 1,000 円

事業等申込書要

期間限定取扱中


