
1このカタログの利用に関しては「ならコープ 事業約款」に基づきます。ならコープホームページでご確認いただけます。

第1部『陰陽師』は夢枕獏著「陰陽師」シリーズを原作とし、北林佐和子作・演出により
『闇の貴公子』（2001）、『新・闇の貴公子』（2003）と二度上演されたOSKのヒット作品です。
OSKとして17年ぶりに挑む今回は、構想も新たに贈る桐生版「陰陽師」となります。どうぞご期待ください。

第2部は宝塚歌劇団出身で、多くの歌劇・ミュージカル・コンサートの脚本・演出を手掛ける荻田浩一によるレビュー『Victoria ! 』。
夏の京都の暑さを吹き飛ばす色鮮やかな幕開き、桐生が率いる大人香るデュエットダンスから、
フレッシュなラインダンス、そしてダンスのOSKが挑むボリウッド風の群舞など多彩な魅力満載の必見の舞台です。

桐生麻耶　トップスターファイナル公演 グランドフィナーレ ！ ！
2020年7月の本公演を以て特別専科へ移籍する〝唯一無二の男役〟桐生麻耶が掉尾を飾り、
次期トップスターの楊琳をはじめとする劇団員と共に、エネルギッシュなステージを繰り広げます。

出演 ： OSK日本歌劇団
公演日時 注文番号

午後の部
15：００

7月 5日（日） 131091

7月 8日（水） 131105

7月11日（土） 131113

7月12日（日） 131121

７月『桂米朝一門会』

▲

南座 075-561-1155

OSK SUMMER SPECIAL 2020

▲

南座 075-561-1155

限定
あり

発送   
6/10

請求
6/15～
6/19

公演日時 注文番号

午前の部
11：００

7月 4日（土） 131059

7月 6日（月） 131067

7月 9日（木） 131075

7月12日（日） 131083

南座
（阪急京都河原町駅徒歩約３分、
 京阪祇園四条駅すぐ）

会場

事務手数料1枚につき180円加算

事務手数料1枚につき180円加算

券種（1・2階） 当日価格 ならコープ価格
一等席 8,500円 6,000円

券種（1・2階） 当日価格 ならコープ価格
一等席 6,500円 5,900円

３歳以下入場不可。４歳以上チケット必要。　一等・二等席のうち一等席（1・2階）のみご案内　前後のお席になる場合もあります。

３歳以下入場不可。４歳以上チケット必要。
　一等・二等席のうち一等席（1・2階）のみご案内　前後のお席になる場合もあります。

ミュージカルロマン 陰陽師
　　　原作 ： 夢枕獏「陰陽師」シリーズ(文藝春秋刊)より
　　　作・演出 ： 北林佐和子

第一部
Victoria !
　　　作・演出 ： 荻田浩一

第二部

フェスティバルホール
（大阪メトロ肥後橋駅下車、4番出口直結）

会場

３歳以上チケット必要。３歳未満の入場不可。

公演日時 注文番号
9月27日（日）18：0０ 130800

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
均一指定 8,500円 8,500円

ＨＩＲＯＭＩ ＧＯ ＣＯＮＣＥＲＴ ＴＯＵＲ ２０２０ 
“ｔｗｅｌｖｅ ｓｉｇｎｓ”

▲

ソーゴー大阪 06-6344-3326

「郷ひろみ」２０２０年の
大阪公演が決定 ！ 
数々のヒット曲と
華麗なダンス・トーク満載 ! !

限定
あり

発送   
6/24

請求
7/6～
7/10

［出演］沖 仁（フラメンコギター）、加古 隆（ピアノ）、小松亮太（バンドネオン）、
         ゴンチチ（ギターデュオ）、高嶋ちさ子（ヴァイオリン）、鳥山雄司（ギター）、
         羽毛田丈史（ピアノ）、宮本笑里（ヴァイオリン）、宮本文昭（指揮）

未就学児入場不可

会場 公演日時 注文番号
神戸 7月22日  （水） 18：3０ 131288

大阪 7月24日（金・祝）17：3０ 131261
7月25日  （土） 15：0０ 131270

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
均一指定 10,000円 9,500円

live image 20 -fi n-
映像と音楽の融合…遂に20周年 ！ ！ 今年で見納め、ライブイマージュ最終章 ！ ！

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

限定
あり

発送   
6/10

請求
6/15～
6/19

フェスティバルホール（大阪メトロ肥後橋駅下車、4番出口直結）
会場 神戸国際会館こくさいホール

（阪神神戸三宮駅徒歩約2分、ＪＲ三ノ宮駅徒歩約３分）

指揮 ： 西野 淳　
おはなし・歌 ： 清水正美・吉田正勝
管弦楽 ： 日本センチュリー交響楽団
合唱 ： 古関裕而特別合唱団

演奏予定曲目 ： 「スポーツ・ショー行進曲」「阪神タイガースの歌（六甲おろし）」
                      「栄冠は君に輝く」「オリンピック・マーチ」　他

古関裕而 記念コンサート
すべての方に「エール」を送ります

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

公演日時 注文番号
8月26日（水）15：0０ 130826

公演日時 注文番号
7月7日（火）18：3０131300

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
S席 5,500円 5,000円

スポーツ、放送、演劇、映画…  昭和を彩る５千曲の中から～
選りすぐりの30曲をお楽しみください。

東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール
（近鉄八戸ノ里駅徒歩約5分）

会場

未就学児入場不可　Ｓ・Ａ席のうちＳ席のみご案内

限定
あり

発送   
6/24

請求
7/6～
7/10

※出演者は予定です。変更となる可能性がございます。

限定
あり

発送   
6/10

請求
6/15～
6/19

南座
（阪急京都河原町駅徒歩約３分、
 京阪祇園四条駅すぐ）

会場

はなまるプレス新
受付期間後のキャンセル・変更はできません。予めご了承のうえお申し込みください。
申し込みの際は、必ず下記のチケット申し込み方法をお読みください。ご注意！

2020年

5月3回

来週も

お楽し
みに！

■店舗利用（共同購入・こまどり便・受取ハウスをご利用でない場合）■共同購入・こまどり便・受取ハウスご利用の場合

●通常はOCR注文書で5月3回注文用紙の6桁番号注文欄に
　注文番号・数量をご確認のうえご記入ください。
●お電話でのご注文はコールセンターへ
　0120-577-039
8：30～21：00（土曜18：00まで）日曜休業

＊代金のお支払いは銀行振込みとなります（振り込み手数料組合員負担）
　なお、ご利用金額により事前にお振り込みいただき入金確認後の発送となる場合がございます。
●ならコープ コープサービスホームページよりインターネットでお申し込みください。
　http://www.naracoop.or.jp/cs/
●ハガキ又はFAXでお申し込みの場合は以下の事柄をご記入のうえ、発送（FAX）ください。
①氏名 ②組合員番号 ③郵便番号 ④住所 ⑤電話番号 ⑥注文番号 ⑦公演名 ⑧公演日時 ⑨枚数
＊ハガキは受付期間内必着。FAXは着確認を行ってください。（土 ・ 日休業）
〒630-8503 奈良市恋の窪1-2-2　　　　　　　チケットサービス
0120-445-152／0742（34）0243
FAX 0742（34）8226 営業時間／9：00～18：00（土 ・ 日休業）

携帯電話・県外・IP電話からは 0743-68-3100

＊代金のお支払いは登録口座から引き落しです。

●インターネットでのご注文は「eフレンズ・なら」から 検索ならコープ

チケット申し込み方法 受付期間： 5月11日（月）～5月16日（土） 右記内容をご確認の上、お申し込みください。

検索ならコープ 便利

①受付期間後のキャンセル・変更はお受けできません。
②生協で確保できる座席数を超えるご注文となった場合には、抽選となります。
　選外の組合員様にのみ、ハガキまたはお電話にて注文の翌週から翌々週の火曜日をめどに
　お知らせいたします。
③座席の割振りは抽選にて決めさせていただきます。特定のお席のご希望はお受けできません。
④期間限定のチケットは必ず有効期限内にご利用ください。
　有効期限を過ぎたチケットはご利用いただけません。
⑤座席指定券、自由席券及び宿泊チケットは簡易書留、その他は
　普通郵便でお届けいたします（一部宅配便の場合あり）。
　チケット発送日以降、1週間を経過しても届かない場合は
　「チケットサービス」までご連絡ください。
⑥チケットには下記の事務手数料が1枚に付き加算されます。
　 （座席指定、自由席、宿泊チケット：180円。その他：45円）
⑦障がい者割引・高齢者割引・各種割引チケット等につきましては、
　各自で直接お問い合せ先にお尋ねください。
⑧チケットの価格は消費税込みでのご案内です。

簡易書留でのお届けの際、
お留守の場合は不在連絡票が
入ります。保管期間内（７日間）に
必ずお受け取りいただきますよう
お願いいたします。

…確保できる枚数を超える場合は抽選となります。限定
あり …請求明細書に記載されるお日にちです。 （店舗利用の方はお振込となります。）請求…チケットを発送する日です。発送  

ご注意

  

来週5月4回案内予告
● 桂文珍独演会 会場 ： 橿原文化会館

● MYSTERY NIGHT TOUR 2020
   稲川淳二の怪談ナイト
会場 ： サンケイホールブリーゼ／なら100年会館

● 杉山清貴 acoustic solo tour 2020
会場 ： なら100年会館／京都府立府民ホール「アルティ」



2

   

お食事は必ず事前にご予約ください。有効期間を過ぎたチケットは
ご利用いただけません。拝観券は花ごころでお受け取りください。直接行かれても拝観できません。

© Photograph Yoshihiko Ueda

▲

SAYAKAホール  072-365-8700

ＳＡＹＡＫＡホール 大ホール（南海高野線「大阪狭山市駅」より徒歩約3分）会場

３歳以上チケット必要。３歳未満の入場不可。

公演日時 券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

8月10日
（月・祝）
15：0０

Ｓ
席

一般 6,000円 5,500円 130915
小学生以下 4,000円 3,500円 130923

Ａ
席

一般 5,000円 4,500円 130931
小学生以下 3,500円 3,000円 130940

事務手数料1枚につき180円加算

ホテルニューオータニ大阪
 味寛“おすすめディナー”

▲

ホテルニューオータニ大阪 串＆ワイン 味寛 06-6949-3295

料理内容は季節によって変更します。詳しくは店舗にお問い合せください。
食材の入荷状況により、メニューの一部が変更になる場合がございます。
ご了承ください。土・日・祝日は予約が込み合う場合があり、ご希望日にご利用
頂けない場合があります。ご了承ください。未就学児の利用はできません。
必ずご利用の２日前までにご予約の上、ご利用ください。税・サービス料込み

事務手数料1枚につき45円加算

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 7,744円 4,980円 149977

ホテルニューオータニ大阪
３階 串＆ワイン 味寛
（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約３分、
  大阪メトロ大阪ビジネスパーク駅徒歩約３分）

会場

お届け日～９月３０日（水）
定休日 ： 火曜日　除外日 ： 特別催事日　
利用時間 ： 17：00～22：30（ラストオーダーは22：00）

有効
期間

味寛おまかせ串料理12本
（海老・牛串・アスパラベーコン など）

茶そば／デザート

【メニュー】

ライトアップされた大阪城に酔いしれながら、
揚げたての食材をお愉しみください。

写真はイメージです。

発送   
5/27

請求
6/1～
6/5

ホテルニューオータニ 大阪
ペントハウスバル 飲み放題 【お料理３品＋ローストポーク】

▲

ホテルニューオータニ大阪１８階スカイラウンジ フォーシーズンズ 06-6949-3294（直通）
事務手数料1枚につき45円加算

必ずご利用の2日前までにご予約のうえ
ご利用ください。
※予約状況によりご希望日にご利用
いただけない場合がございます。
未就学児のご利用はできません。　税・サービス料込

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 10,000円 4,200円 149314

ホテルニューオータニ大阪 １８階 スカイラウンジ フォーシーズンズ
（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約３分、大阪メトロ大阪ビジネスパーク駅徒歩約３分）

お届け日～７月３１日（金）
除外日 ： 特別催事期間
利用時間 ： 17：00～23：00
　　　　　※120分制　90分ラストオーダー

会場

有効
期間

ホテル最上階　
“絶景ダイニング”で過ごすロマンティックなひとときを・・・

[お料理３品＋１品]
スモークサーモン／スライダーズバーガー
フライドポテトラクレットチーズかけ
さらに生協組合員様にはローストポークがプラスされます
［飲み放題］スパークリングワイン／ワイン／ビール／
               ソフトドリンク／各種カクテルなど　約70種類

写真はイメージです。

発送   
5/27

請求
6/1～
6/5

劇団四季ファミリーミュージカル『人間になりたがった猫』 限定
あり

発送   
6/24

請求
7/6～
7/10

鈴鹿サーキット 
モートピアパスポート

お届け日～２０２１年２月２８日（日） ご利用除外日 ： 休園日6/9（火）～11（木）有効
期間

鈴鹿サーキット
（車利用 ： 名阪国道亀山インターより約３０分、
  電車利用 ： 近鉄白子駅より路線バス約２０分）

会場

▲

鈴鹿サーキット 059-378-1111（代）

①日本初 ！ バイク型コースターアトラクションが登場 ！
　リアルライディングコースター
　『ＧＰ　ＲＡＣＥＲＳ（ジーピーレーサーズ）』
②レーシングカートアトラクション
   『ＫＡＲＴ　ＡＴＴＡＣＫＥＲ（カートアタッカー）』
　 ＷＥＢサイト https://www.suzukacircuit.jp/

2020年春の新アトラクション

事務手数料1枚につき45円加算

 ■ モートピアパスポート（入園＋のりものパスポート）
券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

大人（中学生以上） 4,600円 3,900円 149551
子ども（小学生） 3,400円 2,900円 149560

幼児（３歳～未就学児）2,200円 1,800円 149578
シニア（６5歳以上） 3,400円 2,900円 149586

※シニアは現地で年齢証明が必要となります。 　
※パスポートは、プートののりもの研究所・サーキット
　チャレンジャーを除くすべての乗り物にお乗り
　いただけます。　
※各乗り物は整備点検その他の理由により運休
　する場合がございます。のりものパスポートは
　一部ご利用いただけない機種がございます。
※春の早期割引パスポート（5/31迄）は8/31（月）までご利用可能になりました。

発送   
5/20

請求
5/25～
5/29

営業時間は季節によって異なります。詳しくは鈴鹿サーキットまでお問い合わせ下さい。

怪奇、快感。
旺盛な好奇心と豊かな表現力を武器に、
幕末期の浮世絵興隆に貢献した天才絵師・
歌川国芳の作品を軸に、月岡芳年や
落合芳幾、歌川芳艶など国芳の弟子の
作品にもスポットを当て、幕末から明治に
かけて激変する社会を、彼らがどのように
切り取ったのか紹介します。

「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」

▲

京都文化博物館 075-222-0888

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,400円 1,200円 147877
大高生 1,100円    900円 147885
中小生   500円   300円 147893

未就学児入場無料（要保護者同伴）
障がい者手帳等をご提示の方と付き添い１名まで無料。　学生料金でご入場の際には学生証を
ご提示ください。　PG前売価格 ： 一般／1,200円　大高生／900円　中小生／300円

事務手数料1枚につき45円加算

京都文化博物館
（地下鉄烏丸御池駅 徒歩約３分）

会場

発送   
5/20

請求
5/25～
5/29

６月６日（土）～７月１９日（日）会期
１０：００～１８：００（金曜日は１９：３０まで）
※入室は閉室の３０分前まで
※休館日 ： 月曜日

映画、WEB、広告、
音楽、アート ……
数々の新しい詩の運動を
まきおこしてきた注目の現代詩人・最果タヒ、
詩×アートで“言葉を体感する”展覧会開催 ! !

最果タヒ展
われわれはこの距離を守るべく生まれた、夜のために在る6等星なのです。

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,200円 1,000円 149527
小学生   800円   600円 149535

小学生未満無料（要保護者同伴）　障がい者手帳をご提示の方と付き添い１名まで無料　
PG前売価格 ： 一般／1,000円　小学生／600円

事務手数料1枚につき45円加算

京都文化博物館 別館ホール
（地下鉄烏丸御池駅徒歩約３分）

会場

６月１７日（水）～７月５日（日）
１０：００～１９：００（入場は１８：３０まで）
※休館日 ： 月曜日

会期

▲

京都文化博物館 075-222-0888

発送   
5/20

請求
5/25～
5/29

デザイナーの皆川明（1967－）が設立したブランド、ミナ ペルホネン。
多義的な意味をもつ「つづく」をキーワードに、
本展覧会では、生地や衣服、インテリア、食器等のプロダクトに加えて、
デザインの原画、映像、印刷物、皆川明の挿絵など
創作の背景を浮き彫りにする作品群や資料も併せて展示いたします。

ミナ ペルホネン／皆川 明 つづく

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,400円 1,200円 149713
大学生 1,000円   800円 149721

障がい者手帳等をお持ちの方は、当日券に限り、一般350円、大学生250円、介護者１名は無料。
高校生以下無料　７０歳以上は前売なし（当日700円）

事務手数料1枚につき45円加算

兵庫県立美術館
（阪神岩屋駅徒歩約８分、
 JR灘駅徒歩約10分）

会場

６月２７日（土）
    ～８月１６日（日）

会期

▲
兵庫県立美術館 078-262-0901

発送   
5/20

請求
5/25～
5/29

10：00～１８：００
※休館日 ： 月曜日（ただし、8/10は開館、8/11は休館）

PG前売価格 ： S一般／ 5,500円　Ｓ小学生以下／3,500円　 Ａ一般／4,500円　Ａ小学生以下／3,000円

魔法によって人間の姿に変えられたライオネル。
ブライトフォードの町で人々と出会って初めて知ったのは、人間の心。
ライオネルが、あなたに人間の素晴らしさを、
命や仲間の大切さを教えてくれることでしょう。

妙心寺塔頭 東林院
「沙羅の花を愛でる会」と昼食プラン

▲

お食事のご予約は京料理 花ごころ 075-467-1666

事務手数料1枚につき45円加算

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 3,960円 3,750円 149454

花園会館 京料理花ごころ
（JR花園駅徒歩約8分）

会場

６月１５日(月)～６月３０日(火)
食事時間 ： 11：00～14：00　料理 ： 「京のおばんざい御膳」
食事場所 ： 花園会館 京料理花ごころ
拝観箇所 ： 東林院　9：30～16：00（15：30受付終了）

有効
期間

沙羅双樹の寺として知られる妙心寺塔頭の東林院には、十数本の沙羅双樹からなる「沙羅林」がある。梅雨の頃に白い
椿のような花を咲かせ、朝咲くと夕方には散るというところから「一日花」とも言われる。庭に散った風情もまた美しい。

発送   
5/27

請求
6/1～
6/5

写真はイメージです。

撮影 ： 阿部章仁

城南海
「ウタアシビ 2020夏」

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

公演日時 券種（指定席） 注文番号

6月28日
（日）
17：0０

一般 130834
女性 130842

学生（小中高生）130851
7月 5日
（日）
17：0０

一般 130869
女性 130877

学生（小中高生）130885

事務手数料1枚につき180円加算

券種（指定席） 当日価格 ならコープ価格
一般 5,800円 5,800円
女性 4,800円 4,800円

学生（小中高生）3,800円 3,800円

毎年恒例の“ウタアシビ ”全国ツアーが決定 ！

umeda TRAD会場

ドリンク代別途必要　
3歳以下のお子様は保護者の方の膝上であれば入場無料、4歳以上および3歳以下のお子様でも
お席が必要な場合はチケットが必要。

限定
あり

発送   
6/3

請求
6/8～
6/12

（大阪駅より徒歩約10分）

▲

中国料理 燦宮 06-6440-3889（10:30～21：00）※ご予約はご利用日から２ヶ月前より承ります

※お料理内容は食材の入荷状況により変更になる場合がございます。
※ご利用は２名様より承ります。必ず前日迄にご予約の上、ご来店下さい。　
※大人1名様追加料金7,018円（税・サ込）コース料理のみ　
※特別営業等により、ご希望日にご利用いただけない場合がございます。　　　　       税・サービス料込み

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 7,018円 3,650円 148920

お一人様（空中庭園展望台入場券付） 8,518円 4,650円 148938
お一人様（絹谷幸二天空美術館入館券付）8,018円 4,150円 148946

梅田スカイビルタワーイースト ３９階 中国料理「燦宮」
（各線『大阪駅』『梅田駅』徒歩約9分）

会場

６月１日（月）～８月３１日（月）
除外日 ： メンテナンス休業あり（不定休）
利用時間 ： 11:30～15:00（最終来店時間14:00 ラストオーダー）
               ご利用はランチタイムのみになります。

有効
期間

夏の彩り前菜
冬瓜とクコの実入り
ふかひれスープ

スズキのオイスターソース炒め
海老・いか・豆腐の蒸し物 

特製醤油
牛ヒレ肉の真空調理
トマトチリソースで

夏野菜入りあんかけ焼きそば
マンゴープリンと揚げ胡麻団子

【メニュー】

中国料理 燦宮より、夏の厳選プラン。広東料理をベースとしたサングウオリジナル
スタイルで、組合員様にお届けする他では味わえない魅惑の逸品。

梅田スカイビル 中国料理 燦宮
涼を愉しむ魅惑の絶景ランチ

事務手数料1枚につき45円加算

※8/22（土）は
　ご利用いただけません。

発送   
5/27

請求
6/1～
6/5

かんぽの宿 奈良 
日帰りランチ

発送   
6/17

請求
6/22～
6/26

7月1日(水）～9月30日（水）
期間中、土曜日・日曜日・祝日もご利用いただけます。
除外日 ： 7月7日・8日

有効
期間

料理長創作ランチ
             ＆お土産付き
【お土産】吉野の富有柿を練り込んだ
            柿の風味いっぱいの柿飴です。

かんぽの宿 奈良
（平城宮跡のすぐ西側、近鉄大和西大寺駅から
 無料送迎を実施しております。（要予約））

会場

かんぽの宿
キャラクター
 ゆのぽん

写真はイメージです。

ご昼食提供時間　11：30～14：30（オーダーストップ14：00）
食事は、レストランにてお席をご用意いたします。
※料理内容及び器が変更になる場合がございます。

籠盛り ： 季節の胡麻豆腐／季節の小鉢 二種
　    　湯葉サラダ／お造り
蒸し物 ： 茶碗蒸し　油物 ： 鮪カツ 奈良漬タルタル添え
お食事 ： 白御飯、香の物　止椀 ： 味噌汁
デザート ： 抹茶プリン

～創作ランチお献立～
券種 ならコープ価格 注文番号

お1人様 2,800円 148857
事務手数料1枚につき45円加算

▲

かんぽの宿 奈良  0742-33-2351

必ずご利用の3日前までに、ご予約の上ご利用ください。　温泉入浴料・税金込み　
（お子さまのお料理は当日ご注文ください。温泉入浴料お子さま平日400円　土日祝600円）
4月5回で案内させていただいた企画の有効期間も7月1日～9月30日となります。

【特典】
①売店10%割引券
　(一部商品を除きます)
②入浴料200円
※ご利用の方は
　フェイスタオルプレゼント

▲

和心旬彩 06-6440-5999（10:30～20：30）※ご予約はご利用日から２ヶ月前より承ります

梅田スカイビル 和心旬彩　
夏のステーキ会席＋空中庭園展望台入場券

事務手数料1枚につき45円加算
土日のご利用は混雑が予想されます。ご希望の方はお早目のご予約をお願い申し上げ
ます。※貸切等やご予約で満席の場合は、日程や時間を変更いただく場合がございます
のでご了承ください。ご利用は２名様より承ります。必ず前日迄にご予約の上、ご来店
ください。※お料理内容は食材の入荷状況により変更になる場合がございます。

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様

（空中庭園展望台入場券付）5,907円 3,650円 149004
オールビーフのメンチカツ 旨塩梅ソース

鮮魚の二種盛りとシャトーブリアン低温ロースト
牛時雨と鰻蒲焼きの養老蒸し レフォール餡かけ

翡翠冷麺、牛タン添え／特選牛ロースステーキ（120ｇ）と小鉢三種
釜焚きコシヒカリ お味噌汁／氷菓子

６月１日（月）～８月３１日（月）
※8/22（土）はご利用いただけません。
除外日 ： メンテナンスの為休業あり（不定休）。
利用時間 ： ランチ   11：30～15：00（14：00L．O．）
　            ディナー17：00～22：00（21：00L．O．）

有効
期間

【メニュー】

写真はイメージです。

夏のステーキ会席 ！ 
メインの特選牛ロースステーキは、なんと ！ １２０ｇ
ボリューム満点の和心旬彩オリジナル肉会席をお楽しみください。

梅田スカイビル Ｂ1階 和心旬彩会場
（各線『大阪駅』『梅田駅』徒歩約9分）

 税・サービス料込み

発送   
5/27

請求
6/1～
6/5

受付期間後のキャンセル・変更はできません。予めご了承のうえお申し込みください。
申し込みの際は、必ずP.1のチケット申し込み方法をお読みください。ご注意！5月3回 はなまるプレス新


