
0120-275-221受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

携帯・IP電話専用 06-6242-0945（有料）

生活サポート事業部チケット係
お問い合わせ ※ご注文については

　8ページの専用ダイヤルへ
　お願いします。

ご注文の前に必ず8ページの
「チケットご注文について」を
お読みください。

個人情報の取扱について
p r i v a c y - p o l i c y

（1）当生協は「まいらいふ」で各種サービスを申込みの際ご提供いただいた個人情報について組合員さんとの連絡や「まいらいふ」に掲載の当生協の委託する斡旋業者、サービス利用施設、運送、宿泊施設、各種引受団体（会社）等への手配、およびそれらのサービスおよびこれら
に付帯・関連するサービスを提供、ならびに受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。（2）当生協では、①各種サービスチラシ等の案内②アンケートのお願い③より良い商品の分析や統計資料の作成の際に組合員さんの個人情報を利用させていただく事があります。
（3）このほか当生協の個人情報の取扱に関する方針等についてはホームページ（http://www.palcoop.or.jp/）でご確認ください。

通信教育

 受講者募集中
詳しくは、

3ページをご覧ください。配布 提出3/30（月）〜4/3（金） 4/6（月）〜4/10（金）
※注文書は、配送曜日に提出してください。
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アクセサリー、バッグ、革製品、ガラス工芸、
ステーショナリーから木工、陶芸、雑貨、イラ
ストまで・・・雑貨探し、アート作品探しなど
たっぷり楽しめる2日間。来場者が参加できる
ワークショップのコーナーも人気。お気軽に
ワークショップコーナーへもお立ち寄りくだ
さい。今年のゴールデンウィークは、いろいろ
な作品に出会う！買う！楽しむ！さまざまな
ジャンルから自分の好みを見つけてみよう！

会　場 神戸国際展示場3号館
■交通／ポートライナー「市民広場駅」下車

テレビ大阪事業局　☎06-6947-1912

●小学生以下無料
●障がい者割引なし

開催日時 5/2（土）・3日（日）
10：00～17：00

券 種 組合員価格 通常前売価格
大人（中学生以上） 450円 500円

この奇跡は、あなたにも起こるー
「見とけよ、お前ら！
絶対受かってやっかんな！」
これは「ゼッタイ無理」に挑んだ
ひとりの少女の物語

●組合員価格はございません。　●劇場窓口購入前売特典のプレゼントはつきません。　●上演期間、
時間、当日料金、各種サービスは上映劇場によって異なりますので、ご利用の劇場にお問い合わせくだ
さい。　●完全入替制（座席指定）の劇場では現地で座席指定券との交換が必要です。（インターネット
で座席予約はできません）　●高校生の窓口料金は、劇場ごとで異なる場合がございます。　●シニア
の方（60歳以上）等、各種割引がございますので、詳しくはご利用の劇場にお問い合わせください。

©2015 映画 「ビリギャル」製作委員会

上映予定

5/1（金）～
上映予定劇場

TOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズなんば、TOHOシネマズくずはモール、TOHO 
シネマズ泉北、TOHOシネマズ鳳、MOVIX堺、MOVIX八尾、シネプレックス枚方　ほか

全国共通券 通常前売価格
一般 1,400円

●小人券（3歳～中学生）は当日窓口料金のみとなります。

ひらかたパーク　☎072-844-3475

●フリーパスでは
一部ご利用いた
だけない施設が
あります。

●障がい者割引等
につきましては
直接お問い合わ
せください。

■交通／京阪電車「枚方公園駅」徒歩約3分

休園日 毎週火曜日
(3月17日・24日・31日、4月7日、5月5日・19日・26日は休まず営業)、
4月8日（水）、6月10日（水）・17日（水）・24日（水）

営業時間 詳しくはひらかたパーク
ホームページでご確認ください。
www.hirakatapark.co.jp

©2015 Gullane (Thomas) Limited.

組合員価格 一般価格

入園+
フリーパス

（乗り物乗り放題）
引換券

おとな
（中学生以上） 3,800円 4,400円

小学生 3,300円 3,800円
2歳～

未就学児 2,400円 2,600円

姫路セントラルパーク　☎ 079-264-1611 神戸布引ハーブ園／ロープウェイ　☎078-271-1160 滋賀農業公園 ブルーメの丘　☎0748-52-2611

関西サイクルスポーツセンター　☎0721-54-3101 東条湖おもちゃ王国　☎0795-47-0268神戸どうぶつ王国　☎078-302-8899

大江戸温泉物語 箕面温泉スパーガーデン　☎0570-041266

スパワールド 世界の大温泉 営業部　☎06-6631-0001

●未就学児：ロープ
ウェイ乗車料および
ハーブ園入園料は無
料。●幼児（4〜6歳）
はランチブッフェの
み有料、現地での現
金精算となります。
●ナイターチケット
のお取り扱いはござ
いません。

●チケットは4歳から必要。●開花時期、開花状況は気象条件により異な
ります。あらかじめご了承ください。●金券は園内での食事・アトラクショ
ンに利用可能。金券ご利用の際にはおつりはでません。換金もできません。

●小人Ｂは乗り物に制
限があります。●2歳
以下は無料。●障がい
者等の割引は直接お
問い合わせください。 
●ゴールデンウィーク
期間中はかなりの混雑
が予想されます。あらか
じめご了承ください。

●入園料は2歳から
必要となります。但
し、乗り物料金は3歳
から必要となります。
●妊婦様は、入園券を
お選びください。●障
がい者割引などにつ
きましては下記へお
問い合わせください。

●障がい者等の割引は
直接お問い合わせくだ
さい。●「入園+ポート
ライナーセット券」はお
問い合わせください。

有効期間 3/18（水）～6/30（火）

有効期限 11/30（月）

有効期限 6/29（月） 有効期限 6/30（火）

有効期限 6/30（火）

■交通／各線「三ノ宮駅」→神戸市営地下鉄西神・山手線「新神戸駅」下車、徒歩約5分
■交通／名神高速「八日市IC」より約20分　新名神高速「甲賀土山IC」より約25分

■交通／南海高野線・近鉄長野線「河内長野駅」より南海バス「サイクルセンター」すぐ。
　車の場合 外環状線（R170）で滝畑方面へ、阪和道「岸和田和泉」より20分、阪神高速
「三宅」より55分、泉北ニュータウンより40分

■交通／中国自動車道｢ひょうご東条IC｣よりお車にて約10分
　（駐車料金1日 1,000円/1台）
　JR福知山線｢新三田駅」より送迎バスあり ※時間はお問い合わせください■交通／ポートライ

ナー「京コンピュー
タ前(神戸どうぶつ
王国)駅」下車すぐ

■交通／阪急「箕面駅」徒歩3分

休園日 有効期間中無休 

休園日 期間中無休

定休日 毎週火曜日（但し、学校春休み期間は無休、5/5は営業）

営業時間 平日 9：30～16：45　土日祝 9：30～20：15
※ロープウェイ上り時刻

営業時間 9：30～18：00

営業時間 平　日 10：00～17：00
土日祝 10：00～17：30
※ゴールデンウィークは祝日扱いとなります。
※入園は閉園の30分前まで

営業時間 10：00～24：00
(最終入場23：00)

【お食事場所】レストラン「ハーブダイニング」
平日11：00～14：30／土日祝11：00～15：00（ラストオーダーは終了の30分前）
※ご予約可能時間は、11：00又は11：15となります。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

中世ドイツをイメージした
建物に囲まれ、季節の花が咲いた園内。
かわいい動物。自然や動物達との
ふれあいをお楽しみください。

営
業
時
間

3/1～3/20
3/21～6/29

平日 10：00〜17：00、土日祝 9：30〜17：00
平日 10：00〜17：00、土日祝 9：30〜17：30

※4/29は9:30〜18:00、5/3〜5は8:30〜18:30、5/2と5/6は9:00〜18:00

休園日
木曜日（但し、春休み・
GW・夏休みは無休）

●入湯税込み。●ナイター割引（18時以降の入館）、箕面市民デー、風
呂の日はお問い合わせください。●未成年の方のみでのご利用は、22
時まで（中学生以下は18時まで）●館内・大浴場は一部階段の昇降が
必要となります。●土日祝特定日は大変混雑が予想されます。

組合員価格 一般価格
ハーブ園入園

+
ロープウェイ往復

大人 1,120円 1,400円
小人

（小学生・中学生） 560円 700円
ハーブ園入園

+
ロープウェイ往復

+
ハーブダイニング

ブッフェ

大人 3,180円 3,560円
中学生 2,620円 2,860円
小学生 1,510円 1,700円

大人・子ども（共通券） 組合員価格 一般価格
入園+

チューチュートレイン1周+
金券1,500円（100円×15枚）

1,600円
2,700円（大人）
2,300円（子ども）

組合員価格 一般価格

サイクル
パスポート

（入園料＋
乗り物

乗り放題）

大人
（中学生以上） 2,450円 2,800円

小人A
（3歳〜小学生・身長110cm以上） 2,100円 2,500円

小人B
（3歳〜小学生・身長110cm未満） 1,300円 1,700円

シルバー
（60歳以上） 1,900円 2,000円

組合員価格 一般価格

入園券

大人
（中学生〜64歳） 1,350円 1,500円

小人
（小学生） 720円 800円

幼児
（4歳、5歳） 270円 300円
シルバー

（65歳以上） 990円 1,100円

入園
+

バイキング

大人
（中学生〜64歳） 2,400円 2,930円

小人
（小学生） 1,450円 1,630円

幼児
（4歳、5歳） 730円 820円
シルバー

（65歳以上） 2,250円 2,530円

組合員価格 一般価格

デイ入館 

（10時～18時
の入館 ）

大人 1,280円
平日　　　　1,580円
土日祝特定日1,980円

小学生 800円 980円
幼児

（3歳〜未就学児） 400円 580円

※イメージです。

※ただし強風・雷の場合は運休・
　休園することがあります。

組合員価格 一般価格

入園券

（ 遊園地
＋

サファリ）
大人

（中学生以上） 2,500円 3,100円
小学生 1,500円 1,900円
幼児

（3歳〜未就学児） 1,000円 1,200円
ファミリー
チケット

（ 入園券
＋

園内利用券
（8枚綴り））

大人
（中学生以上） 4,900円 6,200円（相当額）

小学生 3,700円 5,100円（相当額）

幼児
（3歳〜未就学児） 3,200円 3,900円（相当額）

■交通／JR、山陽電車「姫路駅」より、神姫バスで約30分。山陽道「山陽姫路東IC」より車で約5分
●駐車料金は別途必要。●サファリバス
ご乗車の場合は一人800円が別途必要。
●天候、点検その他の理由により乗物が
運休する場合があります。●乗物フリー
パスは、硬貨使用及び期間限定のアトラ
クション等一部ご利用いただけない機
種があります。●身長制限のあるアトラ
クションがございます。●チケットの払
い戻しは出来ません。●園内利用券は
フリーパスに交換や300円の金券とし
て、レストラン等で使用可能です。（交換
内容により必要な枚数が異なります。） 
●利用券ご利用の際にはおつりはでま
せん。●障がい者等の割引は直接お問い
合わせください。

休園日 6/17・24

入園券でサファリ・遊園地に入場できます!

有効期限 6/30（火）
営業時間 10：00～17：30

※遊園地・サファリ共通※営業時間は季節により変動があります。
※入園受付は閉園時間の1時間前まで

引換券 組合員価格 一般価格

入園券
大人

（中学生以上） 900円 1,100円
小人

（2歳〜小学生） 500円 700円
キングフリーパス

（ 入園＋
乗り物乗り放題

※一部除く ）
大人

（中学生以上） 2,400円 2,900円
小人

（3歳〜小学生） 2,100円 2,600円

有効期限 5/31（日）
営業時間 10：00～翌8：45

■交通／ＪＲ「新今宮駅」東出口・地下鉄「動物園前駅」⑤番出口下車すぐ
※春休み・GW期間は駐車場が大変混雑致します。公共交通機関をご利用ください。

●キッズプール対象年齢：小学
６年生まで。●キッズプールエ
リアには中学生以上の方の単
身ではご入場できません。必ず
小学生６年生以下のお子様と
ご入場ください。●エリア内遊
具は一部有料となります。

プールゾーン：平日 10：00～19：00　土日祝 10：00～22：00
世界の大岩盤浴：10：00～翌6：00（最終受付は翌5：00）

組合員価格 一般価格

入館券
大人

（12歳以上） 1,100円 1,200円
小人

（0歳以上11歳以下） 900円 1,000円
●チケットは0歳から必要。●AM0：00〜AM5：00の入退館及び在館は深夜割増料金1,300
円が必要です。●AM8：45〜AM10:00の間は館内点検の為、入館や入浴は出来ません。浴室
入替日はＡＭ7：45〜ＡＭ10：00です。●12歳未満のお子様のみのご入館はお断りしており
ます。●定期点検及び改修工事の為、一部箇所を閉鎖することがございます。予めお問い合わ
せください。●世界の大岩盤浴（別途有料）は小学生以上利用可能。●プールには有料スライ
ダーあり。●ヨーロッパゾーン（4F）とアジアゾーン（6F）は各ゾーン男女月替わりでのご利
用となります（浴室入れ替え日は毎月1日AM10時です。ただし、変動する場合あり）。

休園日 毎週木曜日及び6/15～6/18（メンテ
ナンス休園）。但し4/30は営業します。

有効期間 4/6（月）～6/30（火）
時間

平日  10：00～17：00
土日祝 9：30～17：00

GW期間（5/2～5/5） 9：00～17：30

チケット1枚につき、お一人様1個、
「イベント記念トミカ」を
ご入場時にお渡しします。

© ＴＯＭＹ　　「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

会　場 ATCホール（大阪南港)

会　場 京セラドーム大阪

■交通／地下鉄南港ポートタウン線「トレードセンター前駅」もしくは「中ふ頭駅」徒歩5分

■交通／阪神「ドーム前駅」すぐ、地下鉄「ドーム
前千代崎駅」すぐ、JR「大正駅」徒歩約7分

トミカ博 in OSAKA事務局　☎06-6325-5777

「みんな大好き！！ペット王国2015」事務局　☎072-990-5660（月～金曜 10：00～17：00 ※祝日除く）

●2歳以下は無料。　●障がい者手帳をお持ちの方1名に対し、介助者１名に限り無料。

●ペットには必ず予防接種をしてください。
●ペット同伴の場合は入れないエリアがございます。
●入場料以外に別途料金が必要なコーナーもございます。
●生き物のため内容が変更になる場合がございます。
●組合員価格はございません。

開催日時 4/25（土）～26（日）、4/29（水・祝）～5/6（水・振休） ※10日間
10：00～16：30 ※最終入場は、16：00まで ※4/27（月）・28（火）は、休館日となります。

開催日時 5/5（火・祝）・5/6（水・振休）
10：00～17：00 ※最終入場は、16：30まで

券 種 組合員価格 通常前売価格
大人（中学生以上） 600円 700円

こども（3歳～小学生） 400円 500円

犬・猫などと
ふれあえるコーナーや
ペットと参加できる
コーナーなど
盛りだくさん。
○雪遊びコーナー
○ふれあいコーナー
○展示コーナー
○関連企業出展コーナー
○ステージコーナー
○ペットと参加できるコーナー
○ペット関連グッズPR、
　ペットグッズアウトレット
○飲食　ほか

東映太秦映画村　☎0570-064349　http://www.toei-eigamura.com

組合員価格 一般価格

入村券

大人 2,000円 2,200円
中高生 1,200円 1,300円

3歳～小学生 1,000円 1,100円
入村券

+
扮装写真
引換券 

（ 身長130cm
以上の方に限る）

大人 3,400円 4,100円
中高生 2,600円 3,200円

3歳～小学生 2,400円 3,000円

営業時間 時期により異なります。お問い合わせください。■交通／阪急「大宮駅」
乗り換え嵐電「太秦広
隆寺駅」下車徒歩約5
分、JR嵯峨野線「太秦
駅」下車徒歩約5分
●障がい者等の割引
は直接お問い合わせ
ください。　●撮影な
どの都合によりイベ
ントが変更・中止にな
る場合がございます。

休村日 2016年1/18（月）～1/22（金）有効期限 2016年3/31（木）

扮装写真引換券…楽しい扮装写真（Lサイズ、台紙付
き）がわずか5分で仕上がります。お姫様、お殿様、新選
組など約30種類からお選びください。洋服の上からの
扮装で本格的扮装ではありません（お一人様1枚写し・
7分身）。身長130cm以上の方に限ります。

入場記念トミカ
 「TDM ハコブンダー」

券 種 通常前売価格
大人（中学生以上） 1,400円

こども（3歳～小学生） 700円

3/7（土）～6/28（日）有効期間

関西屈指の優れた泉質は、
女性にうれしい「美人の湯」としても
お愉しみいただけます。

みさき公園　☎072-492-1005

●障がい者等の割引は
直接お問い合わせく
ださい。

●払い戻しはいたしま
せん。

●アトラクション・イベ
ントホール入館等は
別途有料

有効期間 3/14（土）～6/28（日）

■交通／南海線「みさき公園駅」すぐ

休園日 毎週水曜日
(但し、3月25日・4月1日・4月29日・5月6日は営業)

営業時間 9：30～17：00

※画像はイメージで、実際はお花の形をしたカップの予定です。

動物園、イルカショー、遊園地があるレジャー施設。
この春新アトラクション「フラワーカップ」「鏡の迷路」が
オープン（予定）

組合員価格 一般価格

入園券
大人

（中学生以上） 950円 1,350円
こども

（3歳〜小学生） 500円 700円
アトラクションカード 1,800円 2,000円

フラワーカップ

パルケエスパーニャ テレフォンインフォメーション　☎0599-57-3333

有効期間 3/1（日）～8/31（月）

■交通／近鉄：「鵜方駅」直通バス(有料)約13分
　自動車：伊勢自動車道「鳥羽南・白木IC」から国道167号線経由で約20分

●入園当日、チケットブー
スにてパスポートと引換
が必要です。●2歳以下の
幼児については有料入園
者大人1名につき2名まで
無料です。●障がい者等の
各種割引は直接お問い合
わせください。

ⓒSHIMA SPAIN VILLAGE CO.,LTD.

組合員価格 一般価格
パスポート

引換券

（
入園と無料の
ショーおよび

アトラクション
に使用可 ） 

※別途有料の
アトラクション

もあります

大人
（18歳〜59歳） 3,950円 4,900円

中人
（中学生・高校生） 3,150円 3,900円

小人
（3歳〜小学生） 2,650円 3,300円

シニア
（60歳以上） 2,650円 3,300円

営業時間は日によって異なります。お問い合わせください。

志摩スペイン村
期間限定パスポート 引換券

休園日 6月22日(月)～7月3日(金)

GW、夏休みはナイター営業!!

動物たちが
こんなに
近くに!!

ⓒおもちゃ王国CO.,LTD.

東映太秦映画村

関西サイクルスポーツセンター

姫路セントラルパーク

みんな大好き！ ペット王国2015
見つけよう！続けよう！ペットとの新しい暮らし

ひらかたパーク

大江戸温泉物語 箕面温泉スパーガーデン

みさき公園

トミカ博 in OSAKA
～トミカの工場が見学できる!?～

神戸どうぶつ王国

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ

アート＆てづくりバザール
in KOBE Vol.4

東条湖おもちゃ王国

滋賀農業公園 ブルーメの丘

映画 ビリギャル

志摩スペイン村 パルケエスパーニャ

スパワールド 世界の大温泉

今回最終!

コープの

車検
8ページ

7ページ

6ページ

3ページ

4ページ

5ページ

2ページ

チケット

保険

葬祭

くらし

くらし

くらし

旅行

阪神タイガース

ソニー損保の
自動車保険

通信教育 JTEX
食育講座シリーズ

花と緑の頒布会

休暇村紀州加太泊
みさき公園1日入園券付プラン

ゴールデンウィーク特集 お届けは
ご注文の翌週!!

お届け日
4/13㊊～4/17㊎

©阪神タイガース

遺品整理（生前整理）
学習会

コープの置薬

宅配クリーニング
&保管サービス



　　　　　　　

　　　　　　　

お申し込みはお電話にて承ります。掲載のコースは継続企画も
ありますので、満席・満室の場合はご容赦ください。旅行サービス

2015年

4月3回
配布 3/30～4/3 2ページ便利！

おトク！レンタカープラン
ご案内しています！
くわしくは下記旅行係まで
お問い合わせください。

　印のある旅行企画は、当生協「旅行業約款（募集型企画旅行契約）」によります。その他の旅行企画は、当生協「旅行業約款（手配旅行契約）」によります。募

●掲載の旅行はすでに発売中の旅行も含まれます。よってお申込時
に満室・満員の日程がある場合もございます。

●特に記載のない限り、1室につき大人2名以上でのご利用となります。
●中学生以上は大人料金となります。
●振込控が領収書がわりとなりますので大切に保管しておいてく
ださい。（特にご依頼のない限り、入金確認のご連絡は致しており
ません）

●原則としてチケットやクーポン券は代金受領後
のお届けになります。尚、お振込の際、ご依頼人の
氏名は旅行をお申込みされた方でお願いします。
詳しい旅行条件を説明した書面を用意していま
すので、事前に確認の上お申込みください。

※振込料は組合員さんの負担になります。
※掲載の写真はすべてイメージです。

取消料について
お申込後、組合員さんの都合により取り消しになる場合、及び
旅行代金が所定の期日までに入金がなく申込みをお断りした
場合、旅行代金に対し右記の利率で取消料（お一人様につき）
をいただきます。又、組合員さんの都合で出発日及びコースの
変更人員減をされる場合も取消料をいただきます。取消料は
営業時間内に申し出られた日を基準といたします。

●国内旅行取消料 受託販売
コース 取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 宿泊プラン 日帰り旅行
1）11日目にあたる日以前の解除 無料 無料
2）10日目にあたる日以降の解除（3～7を除く） 無料 旅行代金の20％
3）7日目にあたる日以降の解除（4～7を除く） 無料 旅行代金の30％
4）3日目にあたる日以降の解除（5～7を除く） 旅行代金の20％ 旅行代金の30％
5）旅行開始に前日の解除（6～7を除く） 旅行代金の20％ 旅行代金の40％
6）当日の解除（7を除く） 旅行代金の50％ 旅行代金の50％
7）無連絡不参加又は旅行開始後の解除 旅行代金の100％ 旅行代金の100％

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に
関する責任者です。この旅行契約に関しご不明な点があれば、ご遠慮なく
上記の取扱管理者にお尋ねください。

生活協同組合　おおさかパルコープ
大阪府知事登録旅行業第2-1360号
総合旅行業務取扱管理者　山根洋子

受付時間／9：15〜17：30 月 金〜
携帯から 06-6242-0945（有料）0120-275-221生活サポート事業部旅行係

お申し込み・お問い合わせは お申込みは、
いつでもお電話で！

旅行のお申し込みは、お電話にて承ります。
注文書提出ではございません。

体験時間約2時間（宿泊翌日10：00～）

兵庫県

和歌山県 和歌山県
現地払い

クレジットカード不可

チェックアウト 10：00

設定日 4/5〜6/30
（除外日：4/10、4/11、6/15〜6/18）

チェックイン 15：00

設定日
4/5〜6/30

（除外日：4/21、4/22、6/16、
6/17、6/23、6/24）

チェックアウト 11：00チェックイン 15：00
チェックアウト 11：00

設定日 4/5〜7/7
（除外日：5/2〜5/5、6/8〜6/11）

チェックイン 15：00

※大人1名+小人又は幼児1名で1室利用の場合、小人・幼児は小人・幼児料金を適用（メゾネットを除く）　※おもちゃ王国休園日が毎週木
曜日の為、水曜日にお泊りの方は水曜日に、木曜日にお泊りの方は金曜日にご入園ください。但し4/30営業いたします。　※おもちゃ王国
が6/15～6/18休園の為、6/14にお泊りの方は6/14にご入園ください。　※2歳よりおもちゃ王国の入園券が必要になります。ホテル
宿泊着割引にてご購入ください。　※4月1日宿泊より0歳～2歳のお子様は800円の施設利用料が必要です。

夕食：1,600円　朝食：650円
布団：1,600円　体験：1,000円

未 就 学 児
オプション

出発日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
4月 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

■旅行代金（お一人様／1泊2食付／税・サ込）
期間 4名以上1室 3名1室 2名1室 小人（小学生）幼児（3～未就学）
I   9,480円   6,636円   4,740円

H   9,800円   6,860円   4,900円

E 11,500円 12,500円 13,500円   8,750円   6,250円

D 12,800円   8,960円   6,400円

Ｊ 21,500円 22,500円 24,500円 15,750円 11,250円

ペット
相談可

全景

くねくね石畳の上に
ドーム型の宿泊施設!?
不思議空間ですごす夜に
大興奮！

なつかしいスローな時間空間
食事は地元のお母さんたち手作り

夕食 大人 ご膳 夕食 小人 ゆうげ

現地払い
クレジットカード不可

とれとれヴィレッジ
南紀田辺アドベンチャーワールド
果てしなく続く、眼下に広がる青い海原

ホテルハーヴェスト

ホテルグリーンプラザ東条湖 特 

典

東条湖おもちゃ王国
入園券
1泊につき1枚付

■食事／夕朝食ともバイキング
　※�食事場所は夕食・朝食ともレストラン
でのご用意となります。

　※�夕食時間…18：00～21：00
　　朝食時間…7：00～9：00予定
■お部屋／和洋室・風呂付
　※�お部屋の和室部分の蒲団敷きはお客様

自身でお願いいたします。（5名定員）

組
合員さん

お
すすめ

声声 離乳食が
バイキングにあった

イメージ

小さな
お子さんも
大喜び

＋

6名1室 5名1室 4名1室 3名1室 2名1室
大人

（18才以上） 11,800円 12,300円 12,800円 13,300円 13,800円

セニア
（65才以上） 11,400円 11,900円 12,400円 12,900円 13,400円

中高生 11,000円 11,500円 12,000円 12,500円 13,000円

小学生：9,250円、4歳～未就学：7,350円、3歳：4,900円 ※2才以下は無料

■食事／�夕食：バイキング　朝食：バイキング又はセットメニュー
食事場所：とれとれ亭（夕食・朝食とも）　

■お部屋（禁煙）／洋室：風呂、トイレ付（2～4名定員）
　　　　　　　　和室：風呂、トイレ付（5～6名定員）
■大浴場／カタタの湯（無料）、とれとれの湯（滞在中1回無料）
※�お部屋には、ＴＶ、冷蔵庫、ポット、ドライヤー、歯ブラシ、パジャマ等、
一通りの備品があります。
※土曜日は大変混み合っています。予めご了承ください。
※下記料金表は中学生以上の人数換算です。

組合員さんに大人気！旅行企画のご案内です

特 

典

新棟ご利用の方　有料1名様につき
「とれとれ市場」など
ご利用券500円分プレゼント
料金に含まれるもの

⃝1泊2食
⃝�アドベンチャーワールド
　入場1日券（通常大人：4,100円）
⃝とれとれの湯入館1回
　（西日本最大級の温浴施設）
� （通常大人：� 750円）

写真はすべてイメージ ※4/25～5/6はお一人2,200円増し　※新棟 お一人1,100円増し
アドベンチャーワールド休園日

4/8、4/22、5/13、5/27、6/10、6/24

＋

■食事／�大人 平日：ミニ会席
　　　　　　 土曜・休前日：和洋バイキング
　　　　小人 平日：お子様メニュー
　　　　　　 土曜・休前日：和洋バイキング
　　　　朝食：バイキング
■お部屋／�洋室（4名定員）、又は
　　　　　和洋室（5名定員）

大人2名 大人3名 シニア 中・高生 小学生 4〜6歳
4/5〜7/7期間の

平日 15,800円 15,300円 14,900円 14,500円 9,800円 7,800円

4/5〜7/7期間の
土曜日・休日前 17,000円 16,500円 16,100円 15,700円 10,300円 8,300円

■旅行代金（お一人様／1泊2食＋アドベンチャーワールドチケット付／税・サ込）

※3歳以下は無料です。（平日期間で夕食が必要な場合は有料となります）

写真はすべてイメージ
アドベンチャーワールド休園日

4/8、4/22、5/13、5/27、6/10、6/24

とれとれヴィレッジ敷地内に
子供が楽しめる施設があります。

アドベンチャーワールド

NEW!

※写真は温泉露天風呂（女性）のイメージ

現地払い
クレジットカード可

４/27に温泉開湯!!
ホテルグリーンプラザ
東条湖に
海外リゾートを思わせる

洋風露天風呂
が登場！

約50種類の
和洋中グルメバイキング！

http://www.omochaoukoku.com/

和歌山県 現地払い
クレジットカード可

チェックアウト 10：00

設定日 4/5〜5/31
（除外日：5/1〜5/5）

チェックイン 15：00

■食事／夕食コース
　　　　大人「加太小町」＋小鉢・ご飯（4種類）・デザート・スープバー・
　　　　　　屋台ではアツアツ天ぷらがついたサラダバーをご用意
　　　　小学生「お子様定食」 4歳～未就学児「お子様ランチ」
　　　　朝食：バイキング
■お部屋／和室トイレ付（禁煙）
■旅行代金（お一人様／税・サ込）／1泊2食＋みさき公園入場券付

土曜日、4/26は大人の方のみ1,500円アップ
特 典 ★�お子様4歳～小学生はエコバック（クラフト）

体験無料（休暇村にて）

2名～4名1室 通常 プラン価格
大　人 10,920円 9,800円
小学生 7,700円 7,000円
4歳以上 4,200円 3,500円
3歳児 420円（入園券のみ）

みさき公園
春

遊園地・動物園そして
イルカショーも楽しめる
自然にかこまれた総合
レジャーランドです。

観覧車

ジェットコースター
動物ふれあい広場

ちびっ子向けから
スリル満点の
アトラクション

まで

約 30 種。

休 暇 村
紀州加太

写真はすべてイメージ 全景

露天風呂

加太小町（イメージ）

はみさき公園に
　　　決まり！

入園1日券つき 宿泊プラン

三重県

和歌山県

現地払い
クレジットカード不可

現地払い
クレジットカード不可

チェックアウト 11：00

設定日 4/5〜6/30
（除外日：6/15~18）

チェックイン 14：00

チェックアウト 10：00

設定日 4/5〜9/30
チェックイン 15：00

■ノース館
　（レーシングルームプレミアム 禁煙）
シーズン 人数 大人（中学生以上） 子ども（小学生）

A

5名1室 10,280円 9,000円

4名1室 10,910円 9,630円

3名1室 11,580円 10,300円

2名1室 12,930円 11,650円

B

5名1室 12,120円 10,840円

4名1室 13,160円 11,880円

3名1室 14,520円 13,240円

2名1室 17,230円 15,950円

C

5名1室 14,080円 13,000円

4名1室 15,530円 14,450円

3名1室 17,580円 16,500円

2名1室 21,680円 20,600円

D

5名1室 14,900円 13,820円

4名1室 16,560円 15,480円

3名1室 18,950円 17,870円

2名1室 23,730円 22,650円

■ウエスト/イースト館
　（ファミリールーム 禁煙）
シーズン 人数 大人（中学生以上） 子ども（小学生）

A 3名1室 11,280円 10,000円

2名1室 14,480円 13,200円

B 3名1室 14,150円 12,870円

2名1室 18,780円 17,500円

C 3名1室 17,180円 16,100円

2名1室 23,180円 22,100円

D 3名1室 18,550円 17,470円

2名1室 25,230円 24,150円

■夕食 ナチュラルビュッフェ「そら・たべよ」
大人 子ども 幼児

3,030円 1,950円 650円

ノース館幼児料金（3歳～未就学児）
添い寝 2,780円

ウエスト／イースト館追加代金
4名以上 小学生 6,800円

幼児（3歳～未就学児） 2,780円

鈴鹿サーキット

秋津野ガルテン

２歳でも
１６種類に乗車できる！

写真はすべてイメージ

http://www.suzukacircuit.jp/

サーキットキッズルーム
イースト館

グリーンツーリズム施設

パック料金

出発日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
4月 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

※最大定員5名（大人最大3名まで）
※�その他メイン館プランもござい
ます。

現地での
出費が少ない

★ご宿泊
★ご朝食　ビュッフェレストラン「そら・たべよ」
★モートピアパスポート1日券付
★天然温泉「クア・ガーデン」2日間無料 温泉＋　　

温水プール

★遊園地入園2日間無料

3歳以上の方すべて

下記全てが
含まれてお得！

■宿泊／鈴鹿サーキットホテル　■朝食／バイキング　■お部屋／洋室3～4名定員

赤ちゃんパンダに
会いに行こう

大人 小学生
4名1室 8,500円 5,000円
3名1室 8,800円 5,000円
2名1室 9,000円 5,000円

■食事／夕食・朝食：レストラン
■お部屋／和室 バス・トイレ付（禁煙）
■旅行代金（お一人様／税・サ込）／1泊2食＋体験付プラン
　（土曜日、ゴールデンウィーク、お盆も同一価格）

※朝食は和定食

※写真はすべてイメージ

アドベンチャーワールドまで車で約30分

1泊2食＋体験付プラン
みかんロールケーキ作りorみかんジャム作り

和洋室

写真はすべてイメージ

（5名定員）



ふとん／レンタルモップ／引越／ゆうパック／手芸・花の頒布会／ピアノ調律／合宿免許／ペット葬／
眼鏡・コンタクトレンズ／DVDダビング／各種健診／アクアクララ／学習教材／オーダーメイドスーツなどくらしの便利サービス2015年

4月3回
配布
提出

3/30～4/3
4/6～4/10

3ページ

受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料） FAX 06-6242-09210120-275-009生活サポート事業部くらし係
お申し込み・お問い合わせは

2015年5月1日

2015年5月1日2015年5月1日

通信教育

265039 265047

265055 265063 265071

265080 265098

4   6 4  10
受講料は5月2回の

請求明細書に記載の上、
口座引落しさせていただきます。

2週間以内に
教材をお届けします。
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受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料） FAX 06-6242-09210120-275-009生活サポート事業部くらし係
お申し込み・お問い合わせは

ご
注
文
方
法

注文書にご記入 お届け お支払い

ご注意

OCR注文書6ケタ欄に注文番号と数量をご記入ください。
注文書提出期間

4月6日（月）～4月10日（金）
※注文書提出期間以外でも、下記フリーダイヤルでご注文できます。

配送時間は、「平日午前」9:00～12:00、「平日夜間」18:00～
21:00、「土・日」となります。ご希望の注文番号をご記入ください。

初回のお届けは、4月20日頃～月末となります。
以降、毎月15日頃～月末にお届けいたします。
植物の生育状況により、お届け日が変更になる事があります。
生協にご登録されている住所に宅配便でお届けします。
登録住所以外へお届けを希望の場合は、
生活サポート事業部くらし係へご連絡ください。
転居などにより解約を希望される場合は、
前月末までに生活サポート事業部くらし係へご連絡ください。

商品お届け月の翌月第2回の請求明細に
記載させていただき、口座引き落しいたします。
送料は価格に含まれておりますので、
別途いただきません。

転居などにより住所を変更される際は、必ず事前に
生活サポート事業部くらし係までご連絡ください。

パープルローズ＆デージー
パープル系のお花の爽やかなアレンジです。
横長の花器なので、場所を選ばず飾れます。

商品内容

商品サイズ
幅25ｃｍ×高さ24ｃｍ×奥行き16ｃｍ

ローズ、ボールデージー
陶器鉢

花・実・紅葉と３度楽しめる
『ブルーベリー』
すずらんのような愛らしい花が春に咲き、初夏
に実がなります。秋は葉が真っ赤に紅葉します。

商品内容

商品サイズ 幅約25ｃｍ×高さ約40ｃｍ

ブルーベリー　５号
バスケット、トレリス、管理説明書

ハートバスケットアレンジ
ハートの形をかたどったバスケットに赤・ピン
ク系のアレンジを作りました。

商品内容

商品サイズ
幅16ｃｍ×高さ22ｃｍ×奥行き15ｃｍ

ローズミックス、カーネーション
アイアンとペーパーロープのバスケット

八重咲きの花がキュートな
『ツルバラリング仕立』
八重咲きのピンクの花がたくさん咲きます。
（蕾の多い状態でお届けします。）

商品内容

商品サイズ 幅約22ｃｍ×高さ約35ｃｍ

ツルバラ『真珠貝』５号鉢
バスケット、管理説明書

ケーキアレンジ
ケーキ箱の中からケーキをあしらったアレンジ
が出てくる、華やかな商品です。

商品内容

商品サイズ
幅22ｃｍ×高さ12ｃｍ×奥行き22ｃｍ

ガーベラ、ローズ、バターカップ、
ハートピック、ケーキ箱

パープルが上品な『クレマチス』

紫の花があでやかに次 と々咲きます。
（蕾の多い状態でお届けします。）

商品内容

商品サイズ 幅約20ｃｍ×高さ約40ｃｍ

クレマチス５号鉢
バスケット、管理説明書

帝人エンジニアリング製の光不要の抗菌・
消臭効果のあるテルクリンでアートフラ
ワー全体をコーティングしています。光が不
要なので24時間空気のお掃除をしてくれま
す。安全性も高いので、お子様や動物のい
るご家庭でも安心してご利用頂けます。

季節を感じる花があるだけで、その空間
が一気に華やぎます。日々の暮らしに
ちょっとした彩りを添えてください。

本
体2,963円×3回

（税込3,200円）

本
体2,963円×3回

（税込3,200円）
配達指定
平日午前
平日夜間
土・日

注文番号

配達指定
平日午前
平日夜間
土・日

注文番号

   アートフラワー

4月 5月 6月

4月 5月 6月

商品に関するお問い合わせは

グンゼグリーン頒布会事務局

0120-085-721
受付時間9:30～16:00　月 ～ 金 （土・日・祝 定休日）

毎月の
セット
内容

毎月の
セット
内容

月々の鉢花
月々のバスケット
管理説明書

無光触媒の造花アレンジメント
取扱説明書

※画像のバスケットはイメージです。バスケットはおまかせになります。

手軽に楽しい3ヵ月コース！手軽に楽しい3ヵ月コース！ はんぷかい

   彩り花鉢コース

お部屋の空気をリフレッシュ！

2 6 9 0 0 0
2 6 9 0 1 8
2 6 9 0 2 6

2 6 9 0 3 4
2 6 9 0 4 2
2 6 9 0 5 1

植え込み済みだから初心者でも安心です。季節を感じる花を、

毎月届く自分へのプレゼントに。

植え込み済みだから初心者でも安心です。季節を感じる花を、

毎月届く自分へのプレゼントに。

毎日が忙しい貴方にも心の潤いを！アートフラワー（造花）なので、

世話をする必要なく彩りを楽しめます！

毎日が忙しい貴方にも心の潤いを！アートフラワー（造花）なので、

世話をする必要なく彩りを楽しめます！

花と緑の頒布会花と緑の頒布会



ふとん／レンタルモップ／引越／ゆうパック／手芸・花の頒布会／ピアノ調律／合宿免許／ペット葬／
眼鏡・コンタクトレンズ／DVDダビング／各種健診／アクアクララ／学習教材／オーダーメイドスーツなどくらしの便利サービス2015年

4月3回
配布
提出

3/30～4/3
4/6～4/10

5ページ

受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料） FAX 06-6242-09210120-275-009生活サポート事業部くらし係
お申し込み・お問い合わせは

1.皮革・人工皮革・毛皮・ポリウレタン製品　2.着物・和服類　3.肌着・下着・寝具類　4.ドレス・帽子など型崩れが危惧されるもの　5.インテリア製品　6.クリーニング表示のないもの　
7.礼服・制服類（急なご利用にお届けできないもの）　8.スパンコール・ビーズなどが多い衣類　9.破れ、破損などがあるもの　10.その他、工場でクリーニングできないと判断されるもの
クリーニング可能かどうかわからない場合は下記、堺十字屋までお電話ください。※シミ・汚れについては落としきれない場合もございます。予めご了承ください。

クリーニングが
できないもの

ベルト、フェイクファーなどの付属品も追加料金なし。7点の場合は8点、9点の場合は10点と切り上げ料金となります。　衣類回収後のキャンセルはできません。　●回収セット到着後はお早めにお出しください。

16点以上のご注文は、15点までの注文番号と数量「1」を
ご記入し、左記注文番号と追加の衣類点数をご記入ください。
1点につき900円（税込972円）です。

＋送料込み 数量「1」と
ご記入ください。

クリーニング
だけでもOKOK

衣類点数 価格注文番号

268011
268020
268038
268046

6点まで
8点まで
10点まで
15点まで

7,300円
9,000円
9,900円

12,900円

（税込7,884円）

（税込9,720円）

（税込10,692円）

（税込13,932円）

衣類点数 価格注文番号

268062
268071
268089
268097

6点まで
8点まで
10点まで
15点まで

6,800円
8,000円
8,900円

11,900円

（税込7,344円）

（税込8,640円）

（税込9,612円）

（税込12,852円）

クリーニング＋ ＋送料込み 数量「1」と
ご記入ください。

268054
16点以上の追加注文番号 数量

268054
16点以上の追加注文番号 数量

保管保管付き保管付き クリーニングのみクリーニングのみ クリーニング

洋服ダンスや

クローゼットも

スッキリ！

衣類のプロ

クリーニング店の

安心保管

コート・

ダウンも

一律価格！

追加料金なしの
安心価格

料金は送料＋クリーニング
＋お預かりのコミコミ価格。
素材や汚れによる追加料金
なし。

自宅で
らくちん

回収袋に入れて宅配便で
送るだけ。宅配業者が
引き取りにきます。

最長8ヶ月間
クリーニングに出してから
最長8ヶ月間お預かりします。
24時間
空調管理

防虫・
防カビ対策

まぁ！
これいいわね。

OCR注文書6桁記入欄に注
文番号と数量「1」をご記入
ください。

上記以外はお電話でも受付
しています。

お申し込み

①回収バッグ
②送り状など
　（着払い）
③運送業者
　TEL表など

※1週間前後でお届
けします。同封の説
明をご覧ください。

回収キットを
お届け

宅配業者に電話をして
回収の依頼をしてくだ
さい。
※回収キットのお届けから
2週間以内に提出してくだ
さい。
※回収キットお届け後の
キャンセルはできません。

荷造りと回収の依頼
衣類到着のお知らせ

保管サービス付
素材別に適切な方法でクリーニ
ング。その後、空調管理された倉
庫でご指定期間まで保管。

クリーニング・保管
保管期間終了後、ご希望の時期に宅配便でお届け。

お届け代金
お支払い
請求明細書
でご案内

代金
お支払い
請求明細書
でご案内素材別に適切な方法でクリーニング。

クリーニング

クリーニングのみ
仕上がった衣類を点検し、3週間
以内に宅配便でお届けします。

お届け

ご
利
用
方
法 4月6日（月）～4月10日（金）

注文書提出期間
お問い合わせやご相談は

株式会社 堺十字屋0120-06-0112
●受付時間／10：00～17：00 ㊊～㊏ （日休業）（年末年始を除く）

※お電話の際は「おおさかパルコープ」または
　「よどがわ市民生協」の組合員とお申し出ください。

※お届け日の変更は「堺十字屋」までご連絡ください。到着後約1週間でハガキにて衣類の到着を
お知らせ。（保管サービス付の場合のみ）

16点以上のご注文は、15点までの注文番号と数量「1」を
ご記入し、左記注文番号と追加の衣類点数をご記入ください。
1点につき900円（税込972円）です。

265101



弔事に関する疑問やご相談は　　　  まで。組合員さんのご希望に親身になってお応えいたします。葬祭サービス2015年

4月3回
配布
提出

3/30～4/3
4/6～4/10

6ページ

ご相談・お問い合わせの受付時間／9：00〜18：00 月 金〜0120-299-201ご葬儀の受付は年中無休、24時間 FAX 06-6242-0979

㈱リリーフ 勝浦さん

講師

おおさかパルコープ本部 3階
大阪市都島区東野田町1－5－26

4月29日（水・祝）10：00～12：00日 時

場 所

もしもの時、この荷物どうする？ 要申込

遺品整理 学習会（生前整理）
いざというとき困らないための

「遺品整理の手引き」をプレゼント!!

参加はご予約制となっております。OCR注文書にてお申し込みください。
4月3回注文書

遺
品
整
理
学
習
会

参
加
申
込

1476

1

遺
品
整
理
学
習
会

参
加
申
込

1476

1

4月6日（月）～4月10日（金）提出の
OCR注文書に 参加人数をご記入ください。

当選者のみにハガキでお知らせします。当日はハガキをご持参ください。
※ハガキに地図は掲載されていませんので、チラシを保管してください。

地下鉄 京橋駅

地下鉄 京橋駅

コムズ
ガーデン

至梅田

尼崎信用金庫

京阪モール

大和証券大和証券 駅前広場

三井住友
銀行
三井住友
銀行

ホテル京阪京橋

K2ビル
（〒郵便局）
K2ビル

（〒郵便局）阿部ビル

至
京
都

N

至
淀
屋
橋

JR 京橋駅JR 京橋駅
京阪 京橋駅京阪 京橋駅

おおさかパルコープ
本部ビル

交番

国道1号線

KiKi京橋

（大阪市都島区東野田町1-5-26
　京阪・JR「京橋駅」より高架沿いに西へ徒歩約5分）

地下鉄長堀鶴見緑地線「京橋駅」2番出口より徒歩2分

ご来場は公共交通機関をご利用ください

駐車場はありません。
近隣のコインパーキングをご利用ください。

家族に迷惑をかけたくないと思っていても、自分の持ち物
をなかなか処分できないことが多いもの。
専門家の方にアイデアをいただいて少しでも減らす工夫を
してみませんか。
元気な時にこそ考えてみましょう。
（親の家をかたづけるときの注意点もお話していただきます）

パルコープ組合員さんのみの
申込受付となります。



パル企画は「おおさかパルコープ」「大阪よどがわ市民生協」の指定保険代理店です。保険サービス2015年
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取扱代理店
全国生協保険代理店会会員（有）パル企画お申し込み・お問い合わせは

受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

FAX 06-6242-40380120-352-675

4 32015

ココにご記入！

1478

1

コ
ー
プ
の
車
検

1477

1

自
動
車
保
険

OCR注文書にて
資料請求できます。4月 回3

注文書提出期間
4月 日（月）～6 日（金）10

車のことは
パル企画に
おまかせ！
くわしくは資料を
ご請求ください

コープの

車検 お電話でのお申込みも
受け付けております。

1477

1

自
動
車
保
険

1478

1

コ
ー
プ
の
車
検

自
動
車
保
険
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は

「
1
」を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

車
検
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は

「
1
」を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

資料・パンフレットを無料でお送りします！

（有）パル企画の個人情報の
利用に関する事項

（有）パル企画は、サービス斡旋業（車販、車検等）および複数の保険会社から委託を受けた保険代理業を営んでおります。（有）パル企画はお客様との取引によりいただいた個人情報をサービス斡旋業および取引保険会社の商品およびこれらに付帯・関連するサービスをご提案
するために必要な範囲で利用するほか、業務遂行のために業務委託先等に提供を行うことがあります。また、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し書面等により通知し、または事務所内への提示などの方法により公表します。※（有）パル企画の個人情報保護方
針は事務所内に掲示並びに、パル企画ホームページにも掲示しております。※その他ご不明な点などございましたら、お手数ですが、下記の窓口までお問い合わせください。

001756 集団扱い火災保険
（地震保険付） 001768

集団扱い
自動車保険 001769

保険の相談 001770

001754コープの
団体傷害保険

コープの
団体がん保険 001755

コープの
団体がん一時金保険

コープの
団体介護保険 001757

コープの
葬儀保険 001758

コープの
団体所得補償保険 001759

生協オリジナル
がん保険 001760

学資保険 001761

三大疾病保険 001762

生命保険
（生命保障） 001763

コープの車検 001764

集団扱
ペット保険 001765

個人年金保険 001766

終身医療保険 001767

提出注文用紙の「6ケタ注文
欄」に右の注文番号と注文数
「1」をご記入ください。



チケットご注文について
ご注文の前に必ずお読みください。

◆注文締め切り後の変更・キャンセルはできません。注文間違い・WEBカタログ注文操作ミスの場合も同様です。
　eフレンズの画面を開かれた際は閉じる時に注文受付一覧をご確認いただくようお願いします。　
◆紛失・盗難・破損等の場合でも再発行できません。
◆各種割引・無料サービスがあるチケットもあります。詳しくは「お問い合わせ先」へお願いします。
◆有効期限のあるチケットはお届け後早めにご利用ください。有効期限はいかなる場合も延長できません。また返金もできません。
◆特に記載がないもの以外は期間中1日、1回限りのご利用となります。

◆コンサート・演劇等は消費税込みの価格、食事等は消費税・サービス料込みの価格を表示しています。
◆食事チケットなど予約が必要な企画はチケットお届け後、各施設へお早めにご予約ください。期間終了間際や日時によっては予約が殺到し、ご利用出来ないことも
　あります。満席によってご利用出来なかった場合でも期間の延長や返金はできません。
◆都合によりご案内している出演者が変更になる場合があります。生協から払い戻しのご案内をしない限りは払い戻しはできませんのでご了承ください。
◆遊園地などの乗り物はお身体の状況によりご利用いただけないことがありますので事前にご確認の上、ご注文ください。ご注文締め切り後は返品・返金ができません。
◆差額をお支払いいただいて、ご注文以外のコース・有効期間外のご利用はしていただけません。　◆チケットのご利用はポイント対象外です。

●生協で取扱いしているのはご案内している席種のみです。
●座席は指定できません。興行元から公平に配券され、無作為に割り振りしており、
　ご満足いただけるお席ばかりではございません。
　また、端や最後尾のお席や次のランクとの境目もふくまれます。
●S席・一等席は良いお席だけではありません。会場の1～3階のうち8～9割がS席・一等席です。

お席に
ついて

抽選と
なる場合

抽選結果は注文翌週の
請求明細書にて

お知らせいたします

●枠内に 　　　  　　　　の表示のあるものは、注文多数の際は抽選になります。
●抽選方法は、注文枚数に関わりなく、コンピュータで自動抽選いたします。
●同企画の掲載が続く時は各掲載週ごとにチケットをご用意させていただきます。(ただし、初回掲載のほうがご用意させていただく
　チケットは多くなります。)　つきましては、抽選結果で｢抽選はずれ｣となり、それ以降同じ企画がある場合は再度ご注文ください。
　ただし、多数ご注文いただいた場合は抽選となります。

限定あり（抽選）

ラ・マンチャの男予 告ご注文の前に必ず下記の
「チケットご注文について」をお読みください。

お申し込み webカタログでも注文できます。
注文書の6桁注文欄に注文番号と枚数を記入し、配送曜日に提出してください。

チケットの注文締め切り後の変更・キャンセルはできません。また、座席指定がある公演については座席指定はできません。（端や最後尾や次のランクとの境目になることがあります。）ご了承ください。

配送曜日 月 火 水 木 金
注文書
提出日 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10

各サービスへの
連絡先はこちら!

おおさかパルコープ
大阪よどがわ市民生協

パ
よ

旅行サービス チケットサービス 保険サービス 住宅リフォーム・新築など 福祉・介護サービス 葬祭ぱるむ くらしの便利サービスパ パ パ パ パ パ パよ よ よ よ よ よ

0120-275-221 0120-275-221 0120-352-675	 0120-636-100 0120-294-044（パル） 0120-299-201 0120-275-009
06-6242-0945（有料） 06-6242-0945（有料） 06-4800-8240（有料） 06-6242-0955（有料）携帯

専用
携帯
専用

携帯
専用

携帯
専用0120-577-015（よど

がわ）

http://www.palcoop.or.jp/au_serv

その他の情報も
ネットでチェック!

まいらいふ 検索

※ご注文については
　上記専用ダイヤルへ
　お願いします。

生活サポート事業部チケット係お問い合わせ 0120-275-221 受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

携帯・IP電話専用 06-6242-0945（有料）

チケット係から
～お知らせとお願い～
チケットご注文に関してまちがいはありませんか？
チケットはご注文締切り後は
変更・キャンセルができません。
（WEBカタログ注文操作ミスも同様です。）
ご注文前に必ずご確認ください。

注文番号
同じ企画でも週が異なれば
注文番号が異なります

注文公演
など 注文枚数

数量限定あり企画をご注文いただいた方のみ抽選の結果が表示されます。

※上記請求書明細は見本です。

☆当選☆ さだまさし

☆当選☆ さだまさし

チケットの
抽選結果を
注文翌週の請求明細にて
お知らせしていますが、
みなさんご存じですか？

チケットの
抽選の結果は

請求明細書で確認できます

限定あり
（抽選）

限定あり（抽選）

ここを見るとすぐに結果がわかります。

電話注文専用ダイヤル 配送時に注文書を提出できなかった場合、提出締切日の当日と翌日に専用ダイヤルで注文をお受けしています。 ※締切時間前は大変混み合います。できるだけお早めにおかけください。

おおさかパルコープ注文センター ●携帯電話専用　　 0570-097-000（有料）
●PHS・IP電話専用 072-817-4241（有料）

受付
時間 配送曜日の 当日 9：00～22：00

翌日 9：00～21：00 0120-299-007
大阪よどがわ市民生協注文センター 受付

時間 配送曜日の 当日 9：00～21：30
翌日 9：00～17：00 0120-727-263

3塁アルプス
指定席

1塁アルプス
指定席

お届け日
5/11㊊～5/15㊎

お届け日
4/13㊊～4/17㊎

お届け日
4/13㊊～

4/17㊎

お届け日
5/11㊊～

5/15㊎

お届け日
5/4 月・祝 ～

5/8㊎

お届け日
4/27㊊～

5/1㊎

お届け日
4/27㊊～

5/1㊎

お届け日
5/11㊊～

5/15㊎

お届け日
4/27㊊～

5/1㊎

お届け日
4/27㊊～

5/1㊎

お届け日
4/27㊊～

5/1㊎

翌　週 翌　週

限定あり
（抽選）

限定あり
（抽選）

限定あり
（抽選）

限定あり
（抽選）

限定あり
（抽選）

限定あり
（抽選）

限定あり
（抽選）

限定あり
（抽選）

限定あり
（抽選）

阪神甲子園球場（月曜日休業。但し、祝・休日イベント開催日除く）　☎0798-47-1041
雨天等による試合の有無など　☎0180-997-750

●3歳以下のお子様でお席がいる場合
はチケットが必要。　

●雨天などによる試合中止の場合生協
から返金いたします。　

●6/6（土）・6/7（日）・7/25（土）・
7/26（日）の組合員価格はございま
せん。

阪神タイガース

©阪神タイガース

待望の外山啓介オール・ショパン・プログラム。
究極のプログラムでショパンの人生に迫ります。
端正なルックスに長くしなやかな指先から紡ぎ
出される色彩感溢れる演奏をご堪能ください！

舞台に轟くタップの靴音！
神秘的な歌声！
アイリッシュダンスの神髄が
本場アイルランドより到来！！
世界を魅了し続ける、熱きステージを
体感してください。

【ピアノ】外山啓介
【予定プログラム】エチュード第3番 「別れの曲」op.10-3

バラード第1番、第2番、第3番、第4番
前奏曲第15番 「雨だれ」
ポロネーズ第6番「英雄ポロネーズ」　ほか

【予定プログラム】「ユー・レイズ・ミー・アップ」や「ダニー・ボーイ」他、イルンパイプ
やフィドルなどの民族楽器が奏でるケルト音楽に染まる120分！

会　場
会　場 ザ・シンフォニーホール

兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール

■交通／JR「福島駅」徒歩約7分、JR「新福島駅」、阪神「福島駅」徒歩約10分
■交通／阪急「西宮北口駅」より南へ徒歩2分

全席指定 一般価格
9/13（日）14：00 3,500円

A席 一般価格
9/27（日）15：00 7,000円

ABCチケットインフォメーション　☎06-6453-6000 ABCチケットインフォメーション　☎06-6453-6000
●未就学児童入場不可。　●組合員価格はございません。

●未就学児童入場不可。　●B～D席のお取り扱いはございません。　
●組合員価格はございません。

©Yuji Hori

会　場

umeda AKASO
■交通／各線「梅田駅」「東梅田駅」、JR「大阪駅」より徒歩約10分

サウンドクリエーター　☎06-6357-4400（平日（月～金） 12：00～19：00）

●4歳以上チケット必要（4歳未満入場不可）。　●ご入場は整理
番号順になります（立見のみ）。　●ご入場時は別途ドリンク代と
して500円を頂きます。　●組合員価格はございません。

券 種 一般価格
5/11（月）
19：00

全席指定 6,000円
立見 5,000円

第一子を出産し、
母になった植村花菜。
たくさんのアニバーサリー
が詰まった幸せライブを
是非この機会に。

毎年恒例のワンマンショ－ツア－が
今年も決定！

会　場 オリックス劇場
■交通／地下鉄「四ツ橋駅」「西大橋駅」徒歩

5分、「心斎橋駅」徒歩6分

キョードーインフォメーション　☎0570-200-888ソーゴー大阪　☎06-6344-3326

●未就学児入場不可。　●ゴ－ゴ－！シート、サイコ－！列シ－ト
のお取り扱いはございません。　●組合員価格はございません。

指定席 一般価格
6/27（土）17：30 7,800円6/28（日）16：00

通算100枚目のシングル「100の願い」
リリース！
まさに圧巻の集大成コンサートが決定! !

会　場 フェスティバルホール
■交通／地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」すぐ

●3歳以上はチケット必要。3歳未満の入場不可。　●組合員価格
はございません。

全席指定 一般価格
7/25（土） 18：00 8，000円7/26（日） 15：00

2015年夏、待望の再演！巨匠 アンドリュー・ロイド=ウェバー
（『キャッツ』『オペラ座の怪人』『ラブ・ネバー・ダイ』）作曲による
トニー賞7部門受賞 傑作ミュージカル。

会　場 シアターBRAVA!
■交通／JR「大阪城公園駅」より徒歩5分、JR
「京橋駅」西口・京阪「京橋駅」より徒歩8分、地
下鉄「大阪ビジネスパーク駅」1番出口すぐ

梅田芸術劇場メインホール　☎06-6377-3800
●未就学児童のご入場はご遠慮ください。　●A席・U-25のお取り扱いはございません。

【作曲】アンドリュー・ロイド＝ウェバー
【作詞・脚本】ドン・ブラック、クリストファー・ハンプトン　【演出】鈴木裕美
【出演者】大女優・ノーマ…安蘭けい／濱田めぐみ

脚本家・ジョー…平方元基／柿澤勇人
鈴木綜馬／水田航生　戸井勝海　浜畑賢吉
※Wキャスト詳細 ７/31 ・8/1 13：00公演…安蘭けい＆平方元基

8/1 17:30公演・8/2・・・濱田めぐみ＆柿澤勇人

券種 組合員価格 一般価格
S席 11,600円 12,600円

日 時
7/31（金）18：00

8/1（土） 13：00
17：30

8/2（日） 13：00

帝国ホテルで生まれた「バイキング」を開放感あふれるロビーラウンジでご用意いたします。
ガラス越しに広がる景色を楽しみながら、帝国ホテル伝統のローストビーフをはじめとする
人気メニューを是非ご堪能ください。

会　場 帝国ホテル 大阪 ロビーラウンジ「ザ パーク」（1階）
■交通／JR大阪環状線「桜ノ宮駅」西出口より徒歩約5分

帝国ホテル 大阪 ロビーラウンジ「ザ パーク」（1階）　☎06-6881-1111（代表）

●ご予約の状況により2部制（11：30～13：00、13：30～15：00）でご案内させていただく場合がござい
ますので、ご了承ください。　●食材の都合により内容が変更になる場合がございますので、予めご了承くだ
さい。　●食材によるアレルギーのあるお客様は、予め係にお申し出ください。

写真はイメージです。

券 種 組合員価格 一般価格

「ザ パーク」 
ガーデン・ブフェ

大人 3,100円 3,570円
小人

（4歳～12歳） 1,550円 1,790円

有効期間 4/25（土）～7/17（金） 除外日：特別催事期間
時間　平日 11：30～14：00／土日祝（2部制） ①11：30～13：00 ②13：30～15：00

●お一人様でご利用ください。　●エクステンション・縮毛矯正など、一部ご利用頂けない施
術がございます。またパーマとカラーリング（ヘアマニキュア）の同時施術などは、髪や頭皮を
傷める可能性があるためご利用頂けません。詳しくは事前に美容室へお問い合わせください。

組合員限定 ヘアパスポート

ヘアチケット

シェラトン都ホテル大阪内3F ヤマノビュ－ティ－ウエルネス 山野愛子美容室
■交通／近鉄「上本町駅」すぐ、地下鉄「谷町9丁目駅」徒歩5分

券 種 組合員価格 一般価格
ヘアパスポ－ト1名様 23,400円 57,672円相当

券 種 組合員価格 一般価格
カラーコース（シャンプー、カット、ブロー込） 9,300円 18,684円相当パーマコース（シャンプー、カット、ブロー込）
カットコース（シャンプー、ブロー込） 5,000円 11,124円相当

山野愛子美容室　☎06-6773-6303 次回企画予定は6月3回です。
●事前に予約ください。お日にちによっては予約がとりにくいことがございます。●施術により最終入店時間が異なります。

有効期限 2015年10月末

有効期限 2015年7月末

※半年間で3回ご利用
　（ヘアに関する施術）

●すべてトリートメント込み
　（但しヘアマニキュアはリンス対応となります。）

新歌舞伎座営業課　☎06-7730-2121（10：00～18：00）

■交通／近鉄「大阪上本町駅」14番出口直結、地下鉄「谷町九丁目駅」徒歩5分
●6歳未満のお子様の入場はお断り致します。
●お席は縦並びになる場合もございます。

1階席 組合員価格 一般価格
6/ 6（土）11：00

7,500円
10,000円

6/11（木）12：00
6/17（水）11：00
6/21（日）11：00
6/10（水）16：00 7,000円6/14（日）16：00

2階席 組合員価格 一般価格
6/ 6（土）11：00

4,000円
6,000円

6/11（木）12：00
6/17（水）11：00
6/21（日）11：00
6/10（水）16：00 3,500円6/14（日）16：00

会　場 大阪 新歌舞伎座

第一部
渡る世間は倍返し！？

第二部
コロッケオンステージ
ものまねエンターテインメント2015

抱腹絶倒の人情喜劇と
爆笑ステージ！！

●3歳以下無料。　●必ずご予
約の上、ご利用ください。（土・
日・祝日はご予約が集中し、取
りにくい場合がございます。）

没後7年 須山知行師 追想演奏会
【出演】中島警子/桐絃社・
　　　星田一山（尺八）・本多恭盟（尺八）・
　　　林絹代（笙）・北野徹（打物）・
　　　大山紗代（フルート）

【曲目】須山知行：箏合奏協奏曲
　　　牧野由多可：日本民謡による組曲
　　　宮城道雄：さらし風手事・
　　　　　　　吼噦（こんかい）・春の賦

【出演】
三原剛（うた）
中村たかし（ギター）
河合摂子（ピアノ）
野田薫（ヴァイオリン）　ほか

【予定プログラム】
加茂の流れに
ふれあい
太陽がくれた季節
ひこうき雲　ほか
※曲目は都合により変更になる場合
　がございます。会　場

会　場

いずみホール 大阪歴史博物館・講堂ホール
■交通／JR環状線「大阪城公園駅」より徒歩約5分 ■交通／地下鉄谷町線・中央線「谷町4丁目駅」2号・9号出口

全席指定 組合員価格 一般価格
6/14（日）15：00 3,600円 4,000円

全自由席 組合員価格 一般価格
5/16（土）13：00 3,500円 3,800円

大阪新音　☎06-6341-0547 大阪新音　☎06-6341-0547
●未就学児入場不可。 ●未就学児入場不可。

会　場 阪神甲子園球場
■交通／阪神「甲子園駅」下車徒歩約3分

2015年は球団創立80周年!
みんなで応援しよう!!

vs 楽天 5/27（水）

vs 日本ハム 
6/5（金） 6/6（土） 6/7（日）

vs 横浜DeNA
　   ベイスターズ 
7/24（金） 7/25（土） 7/26（日）

阪神 vs 楽天 組合員価格 一般価格

1塁アルプス
指定席

5/27（水）
18：00

おとな
（中学生以上） 2,250円 2,500円

こども
（4歳～小学生） 950円 1,000円

阪神 vs 日本ハム 組合員価格 一般価格

1塁アルプス
指定席

6/5（金）
18：00

おとな
（中学生以上） 2,250円 2,500円

こども
（4歳～小学生） 950円 1,000円

3塁アルプス
指定席

6/6（土）
14：00

おとな
（中学生以上） 2,700円

こども
（4歳～小学生） 1,100円

6/7（日）
14：00

おとな
（中学生以上） 2,700円

こども
（4歳～小学生） 1,100円

お届け日
5/11㊊～

5/15㊎

限定あり
（抽選）

お届け日
6/15㊊～

6/19㊎

限定あり
（抽選）

阪神 vs DeNA 組合員価格 一般価格

1塁アルプス
指定席

7/24（金）
18：00

おとな
（中学生以上） 2,250円 2,500円

こども
（4歳～小学生） 950円 1,000円

3塁アルプス
指定席

7/25（土）
18：00

おとな
（中学生以上） 2,700円

こども
（4歳～小学生） 1,100円

7/26（日）
18：00

おとな
（中学生以上） 2,700円

こども
（4歳～小学生） 1,100円

ミュージカル
サンセット大通り

思い出はフォークとともに

ザ・アイリッシュダンス
ラグース

及川光博
ワンマンショ－ツア－2015
「光博(こうはく)歌合戦」

宮城道雄をしのぶ箏の夕べ

外山啓介
ピアノ・リサイタル2015

 ～オール・ショパン・プログラム～

郷ひろみ
Hiromi Go Concert Tour 2015

植村花菜
10th Anniversary Live

シェラトン都ホテル大阪
山野愛子美容室

芸能生活35周年記念 コロッケ 特別公演

帝国ホテル 大阪 「ザ パーク」 ガーデン・ブフェ


