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【有効期間】 平成 31年 3月 1日 ～ 平成 31年 8月 31日 

    【斡旋料金】 2枚 1組 2,000円（通常 おとな 1枚 1,800円） 

    【斡旋枚数】 150枚（2枚 1組でのお申込みとします / 75組） 

 

 

 

 

【申込方法】  ＴＯＨＯシネマズ割引あっせんは、お一人 1組（2枚）のお申込みとします。 

事業所名・会員名をご記入頂き、互助会事務局までお申込みください。 

【申込締切】  2月 15日（金）16:00 ※締め切り後抽選をし、当選者のみご連絡いたします。 

※代金はチケットお届け時にいただきます。 

 

TOHO映画券申込書 

事業所名 会員名 枚数 金額 

  2枚 1組 2,000 円 

  2枚 1組 2,000 円 

  2枚 1組 2,000 円 

  2枚 1組 2,000 円 

  2枚 1組 2,000 円 

 

     FAX番号              

 

会員募集中！！ 

互助会事業は会員の皆様に支えられています。より一層の事業の充実をはかるため、会員数の拡大に努めています。

会員の皆様のお知り合いでまだ互助会に加入されていない事業所がございましたら、ぜひご紹介ください。 

事務局職員がご説明にお伺いします。 

（ご紹介していただいた事業所様がご入会されますと、薄謝を進呈させていただきます。） 

 

 

全国のＴＯＨＯシネマズで使用できるチケットです。 

ＴＯＨＯシネマズで上映している映画を鑑賞していただけます。 

映画館チケット売場での引換え、またはインターネット及び自動券売機での座席指定が可能です。

希望日の 2日前からご利用いただけます。 

※3D作品・TCX・ドルビーアトモス等は別途追加料金が必要です。 

映画券あっせんには多くのお申込みを頂いているため毎回抽選となっております。 

会員お一人様年度内(平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日)1回のご当選とさせて頂きますので、

今年度 8月のあっせんで当選された方は、今回お渡しできません。ご了承ください。 

1 日１日現在加入状況  ★事業所 147 社  ★会員 1,235 人 



東京ディズニーリゾート 

 

 

    ●実施期間  2019年 3月 20日(水) まで ※土日祝日を含む全日 

       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。※入場制限中のパークには利用できません 

●サンクス・フェスティバルパスポート料金     ●利用対象者 会員及びその家族 

   

 

 

 

 

 

    パスポート購入申込書のご提出で特別料金にてパスポートがご購入いただけます。 

※コーポレートプログラム利用券(500円の補助券)を併用されると更にお得にパスポートがご購入 

いただけます。（上記表参照） 

    ※コーポレートプログラム利用券(500円の補助券)は、ディズニーホテルの宿泊にも利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 通常料金 特別料金  コーポレートプログラム利用券併用 

大人（18歳以上） 7,400 円 6,800円  6,300円 

中人（12～17歳） 6,400 円 5,800円  5,300円 

小人（4～11歳） 4,800 円 4,200円  3,800円 

コーポレート

プログラム利

用券（500 円

券）を併用す

ると･･ 

サンクス・フェスティバルのパスポート購入には、パスポート購入申込書が必要です。 

パスポート購入申込書及びコーポレートプログラム利用券をご希望の方は、互助会事 

務局までご連絡ください。 

●海遊館入館券…おとな 1,600円 (通常 2,300 円)/ 小人(小中学生) 800円(通常 1,200円) / 

幼児(4歳以上) 400円(通常 600円) 【有効期限 / 平成 31年 3月 31日】 

●おゆば入浴券…1枚 600円（通常 平日 750円、土日祝 800円） 【有効期限 / 平成 32年 3月 31日】 

※互助会斡旋の入浴券は平日・土日祝ともにご利用可能な入浴券です。 

●水春入浴券…1枚 600円（通常 平日 750円、土日祝 800 円）【有効期限 / 申込受付日から 1年】 

※互助会斡旋の入浴券は平日・土日祝ともにご利用可能な入浴券です。 

●すみれの湯入浴券…1枚 550円（通常 750円）  【有効期限 / 申込受付日から 1年】 

●フィットネスクラブ コスパ ビジターチケット（16歳以上利用可）…1枚 900円（通常 3,240円） 

                       （年度内 50枚まで）【有効期限 / 申込受付日から 6ヶ月】 

●湯快リゾート宿泊券…1枚 7,000円 【有効期限 / 申込受付日から 1年】（年度内 10枚まで） 

        ※宿泊料金 8,100円分の金券としてご利用いただけます。お釣りは出ません。 

●東京ディズニーリゾート…コーポレートプログラム利用券 【有効期限/平成 31年 3月 31日】 

500円の補助券…パスポート購入、ディズニーホテル宿泊に利用できます。（年度内 10枚まで） 

●ナガシマスパーランド及び湯あみの島入場補助   【有効期限 / 平成 31年 2月 28日】 

●東映太秦映画村特別優待券…特別優待券に下記料金を添えてチケット売場にてご購入ください。 

    大人…1,800円（通常 2,200円）、中・高校生…1,100円（通常 1,300円）、 

こども(3歳以上）…900円（通常 1,000円） 【有効期限 / 平成 31年 3月 31日】 

●神戸市立須磨・平磯海づり公園基本釣り料割引券【期限 / 平成 31年 3月 31日】 

   ＜平磯＞大人… 900円（通常 1,000円）、小人…500 円（通常 600円） 

  ※基本釣り料＋貸竿セットの割引券もあります！ 

 

チ ケ ッ ト ・ 割 引 券 ・ 補 助 券 情 報 

 

今月同封しているもの     ●アフター５プレス 
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公演 
新歌舞伎座開場 60 周年記念 

雪まろげ 

 
 

日時 2019年 14月 14日(日) 11:30 

 
 

内容 
森光子の魂を受け継いだ高畑淳子が、笑わせ・泣か

せ・ウソつきます！ 

  席種・料金 2 階席 3,500円 (通常  5,000円) 

  出演者 
 高畑淳子、榊原郁恵、柴田理恵、湖月わたる、 

 的場浩司 ほか 

  締切日 2月 18日（月）16:00 

 

 

 

 

●おおきにＮet割引施設からお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※宿泊の場合、豊中市中小企業勤労者互助会の宿泊補助が利用できます。 

●おおきにＮet割引施設・契約解除のお知らせ 

＊高槻森林観光センター 

     平成 30年 12月 24日をもちまして契約解除となりましたのでお知らせします。 

＊牛滝温泉いよやかの郷 

     営業終了のため平成 31年 2月 28日をもちまして契約解除となりますのでお知らせします。 

 

 

※事業所名・会員名・公演名・日時・席種・枚数を電話または FAXで互助会事務局へお申込みください。 

公  演  チ  ケ  ッ  ト  の  ご  案  内 

新 歌 舞 伎 座 

※申込後のキャンセル、変更はできません 

※未就学児の入場はご遠慮ください 

※座席は「特別優待対象席」になります。 

 ご希望の日程が満席でお取りできない場合

もありますのでご了承ください。 

※掲載内容変更の際はご了承ください。 



●健康管理補助金について 

  会員の皆さまが健康で明るい職場生活・家庭生活が送れるよう人間ドック及び脳ドック受診者、生活習慣

病予防健診（一般健診）受診者に補助金があります。   

  健康管理補助金を請求されるのに必要なものは、健康管理補助金請求書及び会員名の領収証です。 

  ＊人間ドック及び脳ドック 

補助金を請求される場合の領収証は「人間ドック」または「脳ドック」と明記されたものをご提出くだ 

さい。補助金額は人間ドック及び脳ドックの健診料（基本料金）20,000円以上の場合 10,000円、20,000 

円未満の場合 8,000円です。 

健診料とは基本料金のことをいい、オプション料金は含まれませんのでご了承ください。 

生活習慣病予防健診（一般健診）に付加健診またはオプション追加で人間ドック補助請求をされまして 

も受付できませんのでご了承ください。同じく生活習慣病予防健診（一般健診）に頭部 CTまたは MRI 

等オプション追加で脳ドックを請求されましても脳ドックとして受付できませんのでご了承ください。 

＊生活習慣病予防健診（一般健診） 

個人で受診された場合に補助金を請求して頂けます。事業所が健診料を負担している場合は対象外で 

すのでご了承ください。 

   補助金額は 1,000円です。この場合も健康管理補助金請求書及び会員名の領収証が必要です。 

  

 

  

   

 

●小口生活資金貸付事業について 

  会員本人が冠婚葬祭・教育・物品購入等で資金を必要とされる時、当互助会の小口生活資金貸付事業を利     

  用していただけます。（※事業主は対象外） 

  入社 1年以上かつ互助会入会 6ヶ月以上の会員本人が対象で、限度額は 20万円です。 

  事業主に連帯保証人になっていただき、毎月の返済額は 5,000円以上からです。 

詳細はガイドブックに掲載していますのでご覧ください。 

  小口生活資金貸付金申込書をご希望の方は、互助会事務局までご連絡ください。 

●給付金請求について 

  各種給付金請求は事由発生日から 2年以内に受け付けたものが有効です。 

  また、会員資格を失効されてからの請求は無効となります。 

（会員資格を有する期間に受付したものが有効です） 

給付金請求に当たる事由がありましたら早めにご請求いただきますようお願いします。 

  給付金請求書はホームページからダウンロードしていただけます。 

給付金請求書は両面プリントで正式な様式となっていますので、ダウンロードをしていただく場合は両面 

印刷でお願いします。 

  互助会事務局からお送りすることも可能ですので、ご希望の方はご連絡ください。 

    ＊入院見舞金について 

   入院見舞金は一日 1,000円（入院 1日目から給付いたします）です。 

１回の給付は 30日が限度で、また同一傷病名での給付も 30日が限度です。 

入院期間、傷病名確認のためそれを記した書類（診断書等）が必要になりますので請求の際には添付し

てください。 

保険会社に請求時、提出される診断書のコピーでも OKです。 

健康管理補助金のご請求は、人間ドック・脳ドック及び生活習慣病予防健診（一般健診）のいずれかを

年度内 1回限りです。 

詳細はガイドブックに掲載していますのでご覧ください。 

健康管理補助金請求書をご希望の方は、互助会事務局までご連絡ください。 

 


