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（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社  勤労者福祉サービスセンター
〒312-0052 ひたちなか市東石川1279番地　TEL：029-271-0520／FAX：029-271-0585

■事業所…683所  ■現会員数…2,078名
2019年10月1日現在
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成田山新勝寺と下総七福神を巡る
新春開運ツアーです。
成田山新勝寺と下総七福神を巡る
新春開運ツアーです。

取扱旅行業者

１月19日（日）１月19日（日）

募集人数 40名

開 催 日

行　　程

会員・登録家族（中学生以上） 6,600円　
登録家族（小学生以下）    　　5,800円　
一般・大人（中学生以上） 　　8,800円
一般・小人（小学生以下） 　　7,800円
（上記料金には昼食代・交通費等含む）

参 加 費

通常価格

ワークプラザ勝田発（6:30）＝一般道＝道の駅いたこ（8:30 ～ 8:45）＝潮来 IC＝成田 IC＝
成田山新勝寺初詣（9:30 ～ 10:40）……米屋観光センター（新春祝御膳 11:00 ～ 11:45）＝
下総七福神めぐり（12:15 ～）〔眞城院 ～ 成田山ゆめ牧場 ～ 常福寺 ～ 楽満寺 ～ 乗願寺 ～ 昌福寺 ～ 
龍正院〕（～ 15:25）＝道の駅いたこ（16:05 ～ 16:20）＝一般道＝ひたちなか IC＝
ワークプラザ勝田着（18:25 予定）
※下総七福神は，バスで巡ります。

支払方法及び
チケットの引換え等は

結果通知を
ご覧ください。

申込方法：

申込結果：
個人情報の：
取り扱い

申込期限：2019年 11月 15日（金）まで
FAX 029-271-0585　または　直接窓口　
事業参加申込書にご記入のうえ，お申し込み下さい。
11月下旬に，申込結果通知（抽選結果）をご郵送致します。
お預かりした個人情報は，必要な範囲内で使用させて頂きます。
また，各事業参加時に撮影した写真を会報・ホームページ
等に掲載する場合があります。

No.93  掲載事業のお申込みについてNo.93  掲載事業のお申込みについて

名鉄観光サービス（株）水戸支店
　○ 水戸市泉町2-2-33 水戸泉町ビル
　　（営業日時：月曜日～金曜日　9:30～12:00・13:00～17:30　土・日・祝日は休業）
　○ TEL 029-221-4528　FAX 029-221-4510
　○ 総合旅行業務取扱管理者：結城 武文 
　○ 観光庁長官登録旅行業第55号
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（出典：内閣府迎賓館ウェブサイト）

料理（メニュー）
 生ハム，カマンベールサンド（ピクルス添え）
 棒々鶏とタタキキューリ
 鮭ときのこのホイル蒸し（スダチ添え）
 旬のお刺身三種盛り
 牛リブステーキの薄切り
 雑炊
 フルーツ

 ビール　 赤，白ワイン
 日本酒　 焼酎
 ウィスキー　 カクテル
 ソフトドリンク
 ノンアルコールビール

飲み物（フリードリンク）

取扱旅行業者 取扱い：名鉄観光サービス（株）水戸支店　
　○ 水戸市泉町2-2-33 水戸泉町ビル
　　（営業日時：月曜日～金曜日　9：30～12：00・13：00～17：30　土・日・祝日は休業）
　○ TEL029-221-4528　FAX029-221-4510
　○ 総合旅行業務取扱管理者：結城 武文 
　○ 観光庁長官登録旅行業第55号

12月14日（土）

募集人数 40名（最少催行人員　30名）

開 催 日

行　　程

会員・登録家族（中学生以上） 6,000円
登録家族（小学生以下）    　　4,500円　
一般・大人（中学生以上） 　　8,000円
一般・小人（小学生以下） 　　6,000円
（上記料金には参観及び入館料・交通費等含む）

参 加 費

12月20日（金） 午後６時15分受付
　　　　　　　　午後６時30分開始

会　　場 ライブスポットサムシング
ひたちなか市勝田泉町２‒10
TEL 029-274-8564

開 催 日

会員及び登録家族対　　象

35名募集人数

会　　員　4,000円
登録家族　5,000円
（入場料・飲食代等）

参 加 費

通常価格

おとなの社会科見学ツアーおとなの社会科見学ツアー
もちろんお子様参加もOK‼
この機会に迎賓館赤坂離宮及び国立科学博物館を訪れてみませんか。
もちろんお子様参加もOK‼
この機会に迎賓館赤坂離宮及び国立科学博物館を訪れてみませんか。

ワークプラザ勝田（7:30）＝ひたちなか IC＝守谷 SA（8:45 ～ 9:00）＝
首都高速＝霞ヶ関 IC＝迎賓館赤坂離宮参観（10:00 ～ 11:00）＝
築地場外市場〔自由昼食 〕（11:30 ～ 13:00）＝国立科学博物館（13:30 ～ 15:00）＝上野 IC＝
守谷 SA（16:15 ～ 16:30）＝ひたちなか IC－ワークプラザ勝田（18:00 予定）
※迎賓館赤坂離宮が急な来賓などにより一般公開中止となった場合は，ツアー中止となる場合がございますのでご了承ください。
※昼食は築地場外市場にて各自負担となります。

自己都合によりツアー参加を取消される場合
は、センター会報誌掲載の一般価格をもとに
次の率で取消料を頂戴いたします。

ツアー取消料について 国
　内

取 消 日
20日前

（日帰りは10日前）
〜
8日前

取消料率 20％

7日前
〜
2日前

30％

前　日

40％

当　日

50％

当日開始後の
取消及び
無連絡不参加

100％

（写真提供：国立科学博物館）

クリスマスＪＡＺＺパーティー2019クリスマスＪＡＺＺパーティー2019
東京で活躍しているトップミュージシャンがパーティーに華を添えます‼東京で活躍しているトップミュージシャンがパーティーに華を添えます‼

アーティスト
加藤 アオイ(P/Vo)
加藤 真由(Vo)
河原 秀夫(B)

通常価格 6,000円

参加者にプレゼントをご用意しております。そ の 他

※天候や交通事情等やむを得ない事情により，行程の一部を変更，または中止することがあります。



3

★ トイザらスひたちなか店
★ トイザらス・ベビーザらス水戸店
★ イオンスタイル水戸内原店

★ イオン東海店
★ メガネのクロサワ各店

12月８日（日） 受付13:00～
13:30～16:00頃まで

会　　場 ワークプラザ勝田　大会議室

対　　象 会員及び登録家族・一般の方（30歳～45歳までの独身の方）

主な内容 ★ご対面タイム　★グループトーク＆ティータイム＆フリータイム　
★マッチング　　★お楽しみ抽選会　★カップル発表
（カップル成立した組に素敵なプレゼントをご用意しております。）

開 催 日

12月24日（火） 
18:00から20:00の間に，サンタクロースがお子様（ご自宅）にプレゼントをお届けします。
お渡しするプレゼントは事前にご用意いただき，事務局までお持ちください。
そのプレゼントをサンタクロース（事務局職員の変装）がお届けします。

内　　容

お住まい（お届け先）がひたちなか市内の会員の方で，お子様あるいは
お孫さんが小学校3年生以下の方。

申込資格

会　　員　男性 2,000円　女性 1,000円
登録家族　男性 2,000円　女性 1,000円

一般の方　男性 4,000円　女性 2,000円
（お菓子・飲み物をご用意します。）

参 加 費

はたらく男女のふれあいＳＴＯＲＹ２０１9
婚活クリスマスパーティー
はたらく男女のふれあいＳＴＯＲＹ２０１9
婚活クリスマスパーティー

申込期限 2019年11月24日（日）

問合せ先 ひたちなか市勤労者総合福祉センター　ひたちなか市東石川1279番地　TEL 029-271-0520

新企画　わが家にサンタがやって来る！

サンタさんのプレゼント宅配サービス
新企画　わが家にサンタがやって来る！

サンタさんのプレゼント宅配サービス1

クリスマス
応援企画
クリスマス
応援企画

５軒募　　集 無料（サービス企画）参 加 料

60セット（１セット 1,000円券  ５枚）
１会員  １セットまで
※お申し込み多数の場合は抽選となります。

販 売 数

4,000円販 売 額

こども商品券の割引販売こども商品券の割引販売
2

クリスマス
応援企画
クリスマス
応援企画

2024年12月31日有効期限

一般料金 5,000円

こども商品券が使えるお店（一部抜粋）こども商品券が使えるお店（一部抜粋）

※最新の加盟店情報は，
 （株）トイカードのホームページ http://toycard.co.jp/またはフリーダイヤル 0120-351-172まで
　お問合せください。

お子様，お孫様へのクリスマスプレゼント，お祝い事に大活躍‼
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実施日

料　金

11/28（木） 12/14（土） 
1/18（土） 2/6（木）

11,600円

高級寿司食べ放題と
9月末リニューアルオープン東京タワー
～団体でしかもらえない，
 　　　　タワー大神宮のご朱印付～

高級寿司食べ放題と
9月末リニューアルオープン東京タワー
～団体でしかもらえない，
 　　　　タワー大神宮のご朱印付～

LINE
UP

1

1枚　1,000円

対 　 象 会員及び登録家族

補 助 額
❶ 会報誌記載の助成対象ツアーから希望するものを選ぶ
　　　　　　　▼
❷ 取扱旅行業者に直接予約する
　　　　　　　▼
❸ サービスセンターで補助券を受取る（窓口）
　　　　　　　▼
❹ 契約旅行業者に代金支払（旅行業者窓口のみ）

利用方法

日帰りバス旅行助成の取扱い方法日帰りバス旅行助成の取扱い方法

利 　 用 年度内  １会員　４枚まで
１ツアーにつき １人　1枚利用可

助成対象ツアーラインアップ助成対象ツアーラインアップ

実施日

料　金
11,000円

1/16（木） 1/26（日）　
2/4（火）

実施日

料　金
1/28（火） 2/9（日）

8,900円

ヒルトン東京「マーブルラウンジ」
人気のデザートビュッフェと
丸の内イルミネーション2019

ヒルトン東京「マーブルラウンジ」
人気のデザートビュッフェと
丸の内イルミネーション2019

LINE
UP

3

関東三大イルミネーション
「東京ドイツ村」
関東三大イルミネーション
「東京ドイツ村」

LINE
UP

2

崎陽軒ランチバイキング　
  名物シウマイも食べ放題♫ ＆
横浜ミニクルーズ
～ベイエリアの名所を海から眺めてみては～

崎陽軒ランチバイキング　
  名物シウマイも食べ放題♫ ＆
横浜ミニクルーズ
～ベイエリアの名所を海から眺めてみては～

LINE
UP

4

実施日

料　金
1/11（土） 2/9（日）

19,000円

劇団四季「CATS」東京公演
S1席鑑賞‼
劇団四季「CATS」東京公演
S1席鑑賞‼

LINE
UP

5
LINE
UP

6

茨城交通株式会社　勝田営業所
　○ 担当：武田  光司・山口  美代子
　○ ひたちなか市東石川3158-2（営業日時：月曜日～土曜日　9:10～18:00　日・祝日は休業）
　○ TEL029-276-2233　FAX029-276-2587

取扱旅行業者

通常代金

実施日

料　金

12/7（土） 12/15（日）
1/13（月・祝） 
1/19（日） 
1/26（日）

9,800円 通常代金

通常代金

3才以上～大人通常代金

通常代金

空席状況，発着スケジュール及び行程については，直接取扱旅行業者へお問い合わせ下さい。
上記，旅行業者が取扱うツアーは，通常価格より3％引きとなります。

料　金
大人 10,400円
中人　9,650円
小人　7,900円

東京ディズニーランド ＆
　　　　　東京ディズニーシー
東京ディズニーランド ＆
　　　　　東京ディズニーシー
11・12・1 月催行分
（詳細日程は茨城交通にご確認ください。）
11・12・1 月催行分
（詳細日程は茨城交通にご確認ください。）

通常代金
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お得に楽しめるチケットご紹介コーナー

公社
自主事業

『クリスマスの夜、ライブで熱くなれ！』『クリスマスの夜、ライブで熱くなれ！』

常　時
販売中
常　時
販売中

市総合体育館トレーニング室
利用回数券（下期分）

市総合体育館トレーニング室
利用回数券（下期分）

回 数 券
4,200円⇒会員価格　3,200円

有効期限 無期限

募 集 数
100セット　
１会員 １セットまで（１セット 11回分）

大黒摩季 ウィンターズディナーライブ2019大黒摩季 ウィンターズディナーライブ2019

料 　 金

こぱんだウインドアンサンブルコンサート
～１7人のぱんだたち in Hitachinaka～

こぱんだウインドアンサンブルコンサート
～１7人のぱんだたち in Hitachinaka～

しまじろうコンサート
とびだせ！ ワクワクぼうけんランド
しまじろうコンサート
とびだせ！ ワクワクぼうけんランド

なまり漫才爆笑ライブ in 東海村
出演：カミナリ，U字工事，ねじ，ボクラしっく，ランジャタイ
なまり漫才爆笑ライブ in 東海村
出演：カミナリ，U字工事，ねじ，ボクラしっく，ランジャタイ

開 催 日
1月18日（土）
14：00開演（13：30開場）

東海文化センター

全席指定　3,000円⇒会員価格　2,500円
20枚（１会員合計2枚まで）

場 　 所

料 　 金

開 催 日
2月16日（日）
17：00開演（16：30開場）

ザ・ヒロサワ・シティ会館　大ホール
（茨城県立県民文化センター）

全席指定　7,000円⇒会員価格　6,000円
20枚（１会員合計2枚まで）
※未就学児入場不可，託児サービス有り

場 　 所

料 　 金

開 催 日
3月7日（土）
17：00開演（16：30開場）

ザ・ヒロサワ・シティ会館　大ホール
（茨城県立県民文化センター）

全席指定　6,800円⇒会員価格　5,800円
20枚（１会員合計2枚まで）
※未就学児入場不可，託児サービス有り

場 　 所

料 　 金

開 催 日
2020年2月23日（日）
14：00開演（13：30開場）
場 　 所
ひたちなか市文化会館（小ホール）

全席指定　大人 2,500円⇒会員価格　2,000円
20枚（１会員合計2枚まで）※未就学児入場不可

料 　 金

開 催 日 12月25日（水） 
受　付　18：00
ディナー開始　18：20
ショータイム　20：00 

場 　 所 ホテルクリスタルパレス

S席  お一人様　32,000円⇒会員価格　30,000円
10枚（１会員合計2枚まで） ※フルコース＆フリードリンク付

有効期限

スパリゾートハワイアンズ
入場券（下期分）

スパリゾートハワイアンズ
入場券（下期分）

福島県  スパリゾートハワイアンズ

ひたちなか市総合体育館

入 場 券
3,500円⇒会員価格　750円

2020年3月31日　
※大人・小人同額　※有料施設別料金

※未就学児入場不可●託児サービス（要予約029-282-8511）

開 催 日
2月1日（土）
14：30開演（14：00開場）

常陸大宮市文化センター（ロゼホール）

全席指定　3,177円⇒会員価格　2,500円
20枚　（１会員合計4枚まで）
※3歳未満膝上鑑賞可

場 　 所

料 　 金

デビュー50周年記念

南こうせつコンサートツアー2020
～いつも歌があった～

デビュー50周年記念

南こうせつコンサートツアー2020
～いつも歌があった～

財津和夫コンサート2020
With姫野達也 ～All  Izz  Well～
財津和夫コンサート2020
With姫野達也 ～All  Izz  Well～
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前売券前売券

栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒
TEL 0287-32-4580　FAX 0287-32-4065
【会員価格】 
大人　3,100円（通常 4,900円）  対象：中学生以上
子供　2,100円（通常 3,900円）  対象：小学生
※未就学児無料

ハンターマウンテン塩原
栃木県那須郡那須町大字大島
TEL 0287-77-2300　FAX 0287-77-2311
【会員価格】 
2,200円（通常 大人 4,500円／小人 3,600円）
※大人・小人同額
※未就学児無料

マウントジーンズ那須

福島県南会津郡南会津町高杖原535
TEL 0241-78-2220
【会員価格】 2,300円
 （通常 大人 4,500円／小人（5歳以上小学生） 3,400円／
 シニア（60歳以上） 3,700円）
※大人・小人・シニア同額
※4歳以下無料

会津高原たかつえスキー場
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原荒砂沢山
TEL 0241-32-2530　FAX 0241-32-3220
【会員価格】 3,000円
 （通常 大人（中学生以上） 4,800円／ 
 こども（小学生） 3,600円／マスター（50歳以上） 4,200円） 
※大人・小人同額　※未就学児は，大人1名につき1名無料（リフト同乗）
※50歳以上  要証明

グランデコスノーリゾート

福島県耶麻郡磐梯町
　　　大字更科字清水平6838-68
TEL 0242-74-5002　FAX 0242-74-5009
【会員価格】 
大人  2,700円（通常 4,900円）  対象：中学生以上
子供  1,100円（通常 2,100円）  対象：小学生
※未就学児無料

星野リゾート  アルツ磐梯
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字猫魔山1163 
TEL 0241-32-3001　FAX 0241-32-3009
【会員価格】 
大人  2,700円（通常 4,900円）  対象：中学生以上
子供  1,100円（通常 2,100円）  対象：小学生
※未就学児無料

星野リゾート  猫魔スキー場

スキー場「１日リフト券」販売スキー場「１日リフト券」販売
いよいよシーズン到来‼  でっかく雪山を楽しもう

チケット
あっせん

対　　象 会員のみ

１会員　６枚まで　※全スキー場合わせて6枚まで販売枚数

11月15日（金）までに「事業参加申込書」をＦＡＸ又はセンターまで
ご持参ください。

申込方法

各スキー場シーズン終了まで有効期限

12月上旬頃配布予定

　　　 

早割
1日券
早割
1日券

早割
1日券
早割
1日券

早割
1日券
早割
1日券

早割
1日券
早割
1日券

早割
1日券
早割
1日券
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補助事業のご案内

この秋，ライフサポート倶楽部発行のリソルプレスには秋の魅力が
詰まったプログラムがいっぱい！
ホームページ▶https://w7.lifesc.com/webbook/2019aut/B/index.html
または，QRコードから電子版をご利用いただけます。

会員及び登録家族の皆様へ あなたのオフを，もっとスマイルに

リソルプレス2019秋号情報についてリソルプレス2019秋号情報について

QRコードからリソルプレスにアクセスできます。

「第６8回勝田全国マラソン大会」参加費一部補助「第６8回勝田全国マラソン大会」参加費一部補助
会員（本人）のみ 1,000円対　　象 補 助 額
2019年12月１日（日）～ 2020年２月29日（土）まで申請期間
各自で「第68回勝田全国マラソン」をお申込みください。
大会参加申込み時に発行される会員（本人）氏名の記載のある
領収書（複写可）もしくは参加料支払いのわかるものをご用意ください。
2019年12月１日（日）より補助申請の受付を開始いたします。
勝田全国マラソン補助申請書に必要事項を記入のうえ，
会員（本人）氏名の記載のある領収書（複写可）を添付しセンターにご持参ください。
※インターネットでお申込みをされた方は，会員（本人）氏名の記載のある領収書（複写可）
　など支払いの確認ができるものをご用意ください。
　会員（本人）氏名の記載ない領収書（複写可）等は無効となります。
　グループ（団体）等による申込みで，会員（本人）参加の判別ができない場合は，補助いたしません。

請求方法

インフルエンザ予防接種の給付インフルエンザ予防接種の給付
会員（本人）のみ １回利用回数対　　象
① 各自が医療機関等でインフルエンザ予防接種を受けてください。
② 会員（本人）氏名のインフルエンザと明記した領収書を医療機関等より受け取ってください。
③ 接種日から3か月以内に「健康診断等給付金請求書」に必要事項を記入のうえ，
　 領収書（複写可）もしくは個人負担額のわかるものを添付してセンターにご持参ください。
④ 給付額は，上限1,300円となります。領収書に記載された金額を超えての給付はできません。
※市町村によるインフルエンザ予防接種の公費助成と併用可

請求方法

感染したときの重症化を防ぐために予防接種を受けましょう。

健康診断等の給付健康診断等の給付
会員（本人）のみ

① 各自が医療機関等にて健康診断等を受けてください。
② 会員（本人）の領収書を医療機関等より受け取ってください。
③ 健康診断等を受けてから３か月以内に「健康診断等給付金請求書」に必要事項を記入のうえ，
　 領収書（複写可）もしくは個人負担額のわかるものを添付してセンターにご持参ください。
④ 給付額は，個人負担額が5,000円を超えたときに，超えた金額を給付いたします。
　 ただし，限度額を5,000円までとします。

年度内１回

※予防接種及び健康診断等の給付は個人負担が原則です。費用を事業所が負担した場合は対象になりません。
※上記の補助及び給付に関する申請は，受診後速やかに領収書を添えて年度内手続きにご協力をお願いいたします。窓口受付は，毎月28日まで
　とし，翌月15日以降のお支払となります。予めご承知ください。

対　　象 利用回数

請求方法
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各種事業のお申込み・お問合せは

公益財団法人 ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社 勤労者福祉サービスセンター
〒312-0052  ひたちなか市東石川１２７９番地  ワークプラザ勝田内
TEL  029 -271 -0520　 FAX  029 -271 -0585
◆http://www.hitachinaka-kinro-sc.com　  ◆E-mail: hitachinaka-sc@atlas.plala.or.jp

●受付時間●
午前9：00～午後8：00

勤労者福祉
サービスセンター
勤労者福祉

サービスセンター

実 施 日
8月23（金）
　～25日（日）

40名
参加人数

ユニバーサルスタジオジャパン弾丸ツアー

実 施 日
9月8日（土）

40名
参加人数

山梨ぶどう狩り＆名所巡りツアー

実 施 日
9月21日（土）

14名
参加人数

ハゼ釣り体験とお楽しみ昼食会

事業結果報告

チケット郵送サービス（有料）について
サービスセンターでは，希望者に有料でチケット郵送サービスを
行っています。
チケット代＋郵送代の振込みが必要となります。
ご希望される方は，事務局までご連絡ください。

新規会員をご紹介ください！
　サービスセンターでは，現在，新規会員を募集して
おります。会員の皆さん，お知り合いの事業所・商店
などがありましたら是非ご紹介ください。
　ご紹介者には，新規入会1名につき謝礼として
1,000円相当の商品券を差し上げます。
　詳しくは，サービスセンターまでご連絡ください。

センターからのお知らせ

◆入会・退会・登録内容変更について◆

◆会費口座振替のお知らせ◆
会費徴収区分　１月～３月分　⇒　口座振替日　2020年１月27日（月）

◇ 各種給付申請の受付は，毎月28日までとし，翌月15日に給付致します。（給付日の15日が，月(休館日)・土日祝の場合は変更となります。）
◇ 共済給付請求書はサービスセンター窓口，ホームページから入手できます。
　 また，申請の際は，給付事由の確認の取れる書類を添付してください。その他，ご不明な点は，サービスセンター事務局にお問合せください。

右の①・②の書類に必要事項を記入し，
入会金と会費を添えて，
センター事務局へお申込ください。

記載した内容に変更が生じたときは，「勤労者福祉サービスセンター変更届出書」を事務局へ提出してください。
変更事由 ： 住所・登録家族・結婚などがあります。

入会
申込み

結婚祝金
出産祝金
成人祝金

3
1
1

23
5
0

6
9
8

30
0
0

31

0

項目
共済給付状況
（8・9月分）

件数
永年勤続祝金
死亡弔慰金
住宅災害見舞金

項目 件数
結婚記念祝金
入学祝金
還暦祝金

項目 件数
在会祝金
傷病休業見舞金
障害見舞金

項目 件数

インフルエンザ
　　　　　 助成金

項目 件数
健康診断等
　　　 受検助成金

入会
手続き

退会
手続き

① 入会申込書
② 預金口座振替申込書
③ 入会金（入会時）1人につき1,000円
④ 会　費（毎　月）1人につき1,000円

登録内容の
変更手続き
登録内容の
変更手続き

会員が退職，その他の理由で退会するときは，退会届と会員証を事務局へ提出してください。
退会届は，センターに届いた日が退会日になります。お急ぎの時は，電話又はFAXで仮受付をしますが，後日正規の書類を
提出してください。
　※退会届を提出されない場合は，会費徴収の対象となりますのでご注意ください。途中で退会したときは，翌月以降の納入済会費をお返しします。

◆共済給付申請について◆

個人情報の
取り扱い

お預かりした個人情報は，必要な範囲内で使用させて頂きます。また，各事業参加時に撮影した写真を会報・
ホームページ等に掲載する場合があります。

各種大会・イベント・その他，参加費のお支払いはサービスセンターとなります。
各事業は主催者の都合により中止になる場合があります。予めご了承ください。

チケット等の引換えは
12月1日（日）10時からとなります。

参加者の変更及び取消しは，事前にサービスセンターにご連絡ください。後日，取扱い旅行会社より取消料や追加料金に関する連絡をいたします。
各チケットの配券及びお支払いはサービスセンターとなります。 ※座席の指定は出来ません。お申込み頂いたチケットのキャンセルは出来ません。

※ 各ツアーの参加費は，取扱い旅行会社へお支払い頂きます。振込みの際，別途振込み手数料が掛かります。各事業の支払方法


