
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。
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0120-275-009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

受付時間／9：15〜17：30 月 金〜FAX 06-6242-0921

携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料）
▲携帯電話は、無料通話の範囲内で無料でかけられます

月 回

月 回

月 回

月 回

月 回

月 回

月 回

月 回

月 回

月 回
20212021年年

にご記入
ください

ご注文は

12月4回注文書
ちがう企画回の注文書にご記入されると
お届けできませんのでご注意ください配布 提出12/6（月）〜12/10（金） 12/13（月）〜12/17（金）

※注文書は、配送曜日に提出してください。

ご注意ください 企画回を必ず企画回を必ず確認してください!!
確認してください!!

電話にてご連絡
後日、専門スタッフがお電話
にてご連絡し、ご自宅訪問の
日程確認を行います。

ご自宅で聴力測定
聴力測定とご相談をします。
お客様にあった補聴器をス
タッフがお選びします。

7日間無料貸出
ふだんの生活の中で、
補聴器をお試しください。

返却またはご購入
「合わない」と感じられ
た場合は、ご返却くだ
さい。

お申し込み
注文書の6桁記入欄に注文番
号と数量「1」をご記入の上、
ご提出ください。

注
文
の
流
れ

かけがえのない日常のために

〈耳かけ型補聴器〉
雑音の中でも会話が聞き取
りやすく、ハウリング抑制で
１日を快適に。

耳かけ型イメージ

68,000円～（片耳）
上記価格から

5%OFF
組合員
価 格

音質を追求した人気商品

〈耳あな型補聴器〉
立体感のある自然な音質。音環
境が変わっても、無理なく聞き
取れる自動機能を搭載。

160,000円～（片耳）
上記価格から

耳あな型イメージ

最新の充電式補聴器

〈耳かけ型補聴器〉（小型）
充電式なので日々の電池交
換が不要で便利。補聴器
ケースが充電器なので、外
出先でも安心。言葉が聞き
取りやすいクリアな音質。
複数人での会話の聞き取り
に対応。

5%OFF
組合員
価 格 耳かけ型イメージ

220,000円～（片耳）
上記価格から

5%OFF
組合員
価 格

世界初！耳の中に 3つ目のマイクを世界初！耳の中に 3つ目のマイクを
配置した耳かけ型補聴器。おためし配置した耳かけ型補聴器。おためし
いただけます！いただけます！

大きい声で話すためよく
「怒っているみたい」と言われる

「声をかけても無視をされた」
と言われることがある

話す内容が必要最低限で
会話が楽しくないと感じる

テレビの音量が大きいと
家族に言われる

これってもしかして、難聴？ こんな経験はありませんか？
下記項目に1つでも心当たりがある場合は、聴力が低下しているかもしれません。

認知症予防最大のカギは「きこえ」にある

無料お試し無料お試し実
施
中

実
施
中

デジタル補聴器デジタル補聴器デジタル補聴器デジタル補聴器デジタル補聴器

無料お試し実
施
中

補聴器自宅訪問
サービス希望

※後日、㈱フジ医療器の専門スタッフがお電話にてご連絡し、自宅訪問の日程確認を行います。
※ご購入の場合は、㈱フジ医療器へ直接支払いとなります。240630注文

番号

!

難聴は「きこえ」の問題だけでなく、

認知症 とも大きな関わり
があります。

難聴は認知症の　　危険因子
厚生労働省は2015年認知症対策の強化をはかるため「新オレンジ
プラン（認知症施策推進総合戦略）」を策定。そのなかで難聴は、加齢、
高血圧。糖尿病などとともに認知症の危険因子とされています。

補聴器補聴器
お気軽にご相談ください

ご自宅訪問聴力測定ご自宅訪問聴力測定

補聴器補聴器ってって非課税非課税なんですよ♪なんですよ♪

6～8ページ

2ページ

3ページ

チケット

くらし

くらし

4ページ くらし

5ページ 旅行

6～8ページ チケット
ミュージカル

『オペラ座の怪人』
大阪公演

いらっしゃい
キャンペーン

大阪



受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

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 携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料）

▲携帯電話は、無料通話の範囲内で無料でかけられます

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／各種健診／ウォーターサーバー／浄水器／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 2ページ2021年

12月4回
配布
提出

12/6～12/10
12/13～12/17

241709

241717

241725

241733

241741

241750

241768

241776
241784

241792

241806

241814
241822

241903



受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

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 携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料）

▲携帯電話は、無料通話の範囲内で無料でかけられます

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／各種健診／ウォーターサーバー／浄水器／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 3ページ2021年

12月4回
配布
提出

12/6～12/10
12/13～12/17

240729

240745

240753

240541

240559

240567

240575

240583

240711

240605

240613



受付時間／9：15〜17：30 月 金〜

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 携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料）

▲携帯電話は、無料通話の範囲内で無料でかけられます

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／各種健診／ウォーターサーバー／浄水器／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 4ページ2021年

12月4回
配布
提出

12/6～12/10
12/13～12/17

※COOP・生協では、ご相談や受付は行っておりません。この記事は近畿ろうきんからのご案内です。※COOP・生協では、ご相談や受付は行っておりません。この記事は近畿ろうきんからのご案内です。

近畿ろうきんへご相談される際には、生協組合員の確認書類として、生協が発行した「生協名」「組合員のお名前」
「組合員コード」が記載された書面（組合員証や注文書、各種連絡書面など）のご提示をお願いします。

※掲載内容は2021年 11月 1日現在のものです。



旅行旅行 パルコープの パルコープの 0120-275-221
携帯から 06-6242-0945（有料） 受付時間 9：15～17：30 ㈪～㈮

お電話で予約 ※注文書提出ではございません　
※組合員コードをお伺いしますのでご準備ください

紙面に掲載しきれないホテルはネットでご紹介。
是非ご覧ください。 まいらいふ 旅行 検索

Webで検索！24時間受付中

※宿泊プラン料金に対し、小学生（平日）4,500円（休日）5,000円、幼児（平日）3,000円（休日）
4,000円が精算時に割引されます。 ※別途クーポン【電子マネー：おおさかPay】が、おひとり様
につき小学生3,000円、幼児（平日）2,500円分（休日）3,000円分付与されます。

設定日 12/11～1/31（除外日：12/31～1/3）

■旅行代金（お一人様／1泊2食付／税・サービス料込、入湯税150円別）

車で
電車で

大阪市内から  約30分

近鉄新石切駅・近鉄八尾駅
JR住道駅から送迎  （要予約）

チェックアウト 11：00チェックイン 15：00 現地払い
クレジットカード可

北海会席写真はすべてイメージ

■ 食事/夕食：北海会席　食事場所：食事処
　 朝食：和洋バイキング（予約状況により和食セットメニュー） 食事場所：食事処
■ お部屋／おまかせ客室：人数に合わせた客室（和室または洋室）のご用意となります。

【大阪いらっしゃいキャンペーン2021】

ホテルセイリュウ

テラス

   大阪府（石切温泉）

プラン特典
 夕食時に一品サービス 

（北海道産インカのめざめじゃがバター）
 うれしいレイトチェック 
アウト11:00（通常10：00）
 東大阪スカイテラス 
コーヒー券付
 売店10％OFF利用券付
 和カフェ「のば」10％OFF
利用券付

旬菜四種盛り
北海道三種盛りほっけ 剣先烏賊 帆立
石狩鍋
秋刀魚幽庵焼にしん昆布巻き
いかめし やんしゅう漬け
茶碗蒸し
ズワイガニ天婦羅　

前 菜
造 り
小 鍋
焼 物
凌 ぎ
蒸し物
揚 物

替り皿

酢の物
お食事
留 椀
香の物
水菓子

スモークロースハムと
生野菜サラダ
鮭奉書焼 黄身酢
蟹と帆立の釜飯
赤出汁
北海道やんしゅう漬
本日のデザート

※ 仕入れの状況により内容が変
わる場合がございます。 

※ 小学生のお子様の夕食は、大
人に準じたコースになります。
小学生未満のお子様は、洋食
ランチのご用意です。和食と
中華のお子様ランチもお選び
いただけますのでご希望の方
はご連絡ください。

実施期間❶ 実施期間❷

令和3年 11月24日（水）～令和3年 12月31日（金）まで 令和4年 1月1日（土）～令和4年 1月31日（月）まで
おおさか観光消費

喚起事業
（クーポン付与）

※予約開始時期については、別途事務局よりお知らせします。

地域観光事業
支援事業

（宿泊・周遊割引適用）+
※新型コロナウイルスの感染症の再拡大等、感染状況によって、実施期間を変更または中止する場合があります

最大3,000円分

おおさか観光消費
喚起事業

（クーポン付与）
最大3,000円分最大5,000円

●本キャンペーンの利用対象者は、全員大阪府内在住の方限定です。
●ワクチン2回接種完了者またはPCR検査で陰性であることが確認できる方。
●ワクチン接種者と一緒に参加する同居人の方。※12歳未満の子どもは、保護者・引率者同伴であれ
ば（検査を省略し）参加可能です。
●期間内であっても、予算に達した時点で終了する場合があります。
●本キャンペーンは、新型コロナウイルス感染症拡大や、事業予算達成に伴い中止になる場合がござ
います。予めご了承ください。

大阪いらっしゃいキャンペーン2021について

本プランをご利用頂くには、全員大阪府内在住の身分証明書とワクチン接種履歴または
陰性証明書とご持参ください。（但し12歳未満の子供、同居人家族は除く）

重要

詳しくはホームページでご確認ください。 専用ホームページ  https://osakairasshai.start.osaka-info.jp/

北の恵みを東大阪で味わう
プチ北海道フェア♪
北海会席宿泊プラン

「ヘリコプター体験飛行」「海遊館・サンタマリアクルーズ」はサンケイツアーズへお申し込みください。

期間 2〜5名1室 2〜5名1室（割引後代金） クーポン
平日・休日 13,000円 8,000円 3,000円分

休前日 16,300円 11,300円 3,000円分
➡

※こどもA（小学生）：大人代金（割引前）の70％、こどもB（4歳以上の未就学児）：大人代金
（割引前）の50％。 ※3歳以下の添寝のお子様は、無料です。 ※3歳以下の添寝のお子
様で食事が必要な場合は、夕食1,980円、朝食880円、寝具が必要な場合は1,650円。 

※12/29・30は休前日料金となります。
➡

　　　　　　　
旅行サービス配布 12/6～12/10 5ページ2021年

12月4回
当生協では日本旅行業協会策定の「旅行業におけるコロナウイルス対応ガイドライン」に基づき適切な
衛生管理と感染防止に努めております。また、当チラシ掲載の交通機関や観光・宿泊施設の各業種によ
るガイドラインに準じた機関・施設を利用しています。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、サービス内容や営業時間など、状況
によりチラシでご案内の内容から予告なく変更となる場合がございます。最新の情
報は公式HPをご確認ください。

　　　　　　　
生活サポート事業部旅行係
ホテルセイリュウのお申し込み・お問い合わせは

受付時間／9：15〜17：30 月 金～
携帯から 06-6242-0945（有料）0120-275-221 旅行のお申し込みは、お電話又はホームページのお申し込み

フォームにて承ります。注文書提出ではございません。

●旅行代金には「サービス料・消費税等諸税」が含まれています。
●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。一部施設を除きます。
●掲載の写真はすべてイメージとなり実際と異なる場合がございます。
●各地⇔宿泊施設間は組合員様ご自身でご移動下さい。ご移動にかかる費用は組合員様負担となります。

●国内旅行取消料（施設により異なる場合があります）
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
1）21日目にあたる日以前の解除 無料
2）20日目にあたる日以降の解除（3～7を除く） 無料
3）7日目にあたる日以降の解除（4～7を除く） 無料
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％
5）旅行開始の前日の解除（6～7を除く） 旅行代金の20％
6）当日の解除（7を除く） 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％

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　川口薫

取消料について
ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降の
取消又は変更からお取消料の対象となります。※一部施設を除きます。お
申込後、組合員さんの都合により取り消しになる場合、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。

上記プランは、当生協「旅行業約款（手配旅行契約）」によりお引き受けいたします。組合員様からの依頼を受けて手配を代行いたします。
ご宿泊にあたって、おおさかパルコープのホームページにございます宿泊約款に同意いただいたものとなりますので、ご予約前に必ずご確認ください。 まいらいふ 旅行 検索
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