
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。

未就学児入場不可
※都合により出演者が変更になる場合がございます。
※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・
撮影・配信禁止
■新型コロナウイルス感染予防対策公演のご案内
・本公演は政府ならびに関係諸機関により策定された
新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインにもとづき、
感染拡大防止対策を講じて開催いたします。・新型
コロナウイルスの感染者発生が判明した際に追跡連絡に協力させていただくため、お客様情報記載のご協力をいただきます。
※ご来場の全ての方に、公演日時／座席番号／お名前／お電話番号／メールアドレスの記載をご協力いただきます。
接触確認アプリ、各地域の通知サービスの登録もお願いします。
【個人情報のお取り扱いについて】・ご記入いただいた情報は、新型コロナウイルス感染者が確認された場合の感染経路
追跡のためにのみ使用し、他の目的では使用いたしません。・感染の発生がない場合、ご記入いただいた情報は、ご来場から
1ヶ月間保管した後、速やかに破棄いたします。

劇団四季　ミュージカル『オペラ座の怪人』　大阪公演

Ｓ席 ： １階、又は２階　
公演時間 ： 約２時間４０分（休憩含む）
Ａ・Ｂ・Ｃ席のご案内はございません。　
３歳以上のお子様は、お席をお求めください
（膝上観劇不可）。
公演当日２歳以下の入場不可。　
劇団四季では、新型コロナウイルス感染症拡大防止
の為、衛生対策を実施しております。
また感染状況により急遽の内容変更、公演中止など
が発生する場合がございます。ご来場前には必ず
劇団四季オフィシャルウェブサイトをご覧ください。

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 11,000円 11,000円

公演日時（2022年～2023年） 注文番号

12月 3日（土）17：3０137065
12月 8日（木）13：3０137073
12月13日（火）13：3０137081
12月28日（水）13：3０137111
 1月13日（金）13：3０137138
 1月19日（木）13：3０137146
 1月25日（水）13：3０137162
 1月28日（土）17：3０137171
 2月 3日（金）13：3０137189
 2月 8日（水）13：3０137201
 2月16日（木）13：3０137219
 2月18日（土）17：3０137227

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 12,100円 12,100円

公演日時（2022年～2023年） 注文番号

12月18日（日）13：0０137090
12月24日（土）13：0０137103
 1月 9日（月・祝）13：0０137120
 1月22日（日）13：0０137154
 2月 5日（日）13：0０137197
 2月23日（木・祝）13：0０137235

大阪四季劇場
（ＪＲ大阪駅徒歩約２分、大阪メトロ梅田駅徒歩約５分）

会場

by arrangement with The Really Useful Group Limitedby arrangement with The Really Useful Group Limited

▲

劇団四季 0570-008-110

豪華絢爛たる別世界で、すべてを忘れるひとときを。
ミュージカル史上に燦然と輝き、世界中の人々を魅了し続けてやまない
『オペラ座の怪人』が大阪でロングラン公演中 ！
舞台上に鮮やかに現れる19世紀のパリ・オペラ座を舞台に名曲が描き出す
切ない愛の物語を、ぜひ劇場でお楽しみください。

限定
あり

発送   
11/2

請求
11/7～
11/11

４歳以下入場不可　お一人様4枚まで３歳以下入場不可。４歳以上チケット必要。　お一人様４枚まで

公演日時 注文番号
12月7日（水）18：3０ 131032

公演日時 注文番号
12月4日（日）17：3０131199

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 当日価格 ならコープ価格
均一指定 9,000円 9,000円

券種 当日価格 ならコープ価格
均一指定7,700円7,700円

葉加瀬太郎 コンサートツアー2022
BEAUTIFUL WORLD

森山直太朗 20thア二バーサリーツアー
「素晴らしい世界」＜後篇＞

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

２０２２年の秋ツアー、
追加公演が決定 ！ ！ 

今年デビュー20周年を
迎える森山が
原点回帰の意味を込め、
全国100本にわたって
開催するこのツアー。
全3編に分かれており、
後編のフルバンド編成ライブ。

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）

会場

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

限定
あり

発送   
11/23

請求
12/5～
12/9

公演日時 注文番号
11月26日（土）18：0０131181

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 8,000円 8,000円

未就学児入場不可▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

氷川きよし コンサートツアー2022
～歩き続ける歌の道～

2022年のコンサートツアー、
唯一無二の氷川ワールド ！

限定
あり

発送   
11/9

請求
11/14～
11/18

出演 ： 大平サブロー、
         大平サブローバンド
ゲスト ： BORO

吉本興業110周年感謝祭
サブロックディナーショー2022

▲

FANYチケットお問い合わせダイヤル 0570-550-100（10:00～19:00／年中無休）

公演日時 券種（指定席） 注文番号
10
月
30
日
（日）

12：0０ 大人 131083
小学生 131091

17：3０ 大人 131105
小学生 131113

事務手数料1枚につき180円加算

券種（指定席） 前売価格 ならコープ価格
大人 25,000円 23,000円
小学生 15,000円 13,800円

ホテルオークラ京都 暁雲
（地下鉄京都市役所前駅直結）

会場

開演時間 ：　
②17:00開場/
　17:30～食事/
　18:45～ショー/
　20:00終演予定

①11:30開場/
　12:00～食事/
　13:15～ショー/
　14:30終演予定

限定
あり

発送   
10/19

請求
10/24～
10/28

※チケット発送が公演日間近になります。受け取りにご注意ください ！

※チケット発送が公演日※チケット発送が公演日
　間近になります。　間近になります。
　受け取りにご注意ください ！　受け取りにご注意ください ！

未就学児入場不可　お一人様４枚まで
　Ａ・Ｂ席もありますが、Ｓ席のみのご案内

作・演出 ： 三谷幸喜
出演 ： 鈴木京香、尾上松也、ウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、小林 隆、
　　　新納慎也、今井朋彦、藤本隆宏、小澤雄太、峯村リエ、秋元才加、
　　　井上小百合、中島亜梨沙、大野泰広、萩野清子、浅野和之

公演日時 注文番号
11月17日（木）15：0０131059
11月18日（金）13：0０131067

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 11,000円 11,000円

シス・カンパニー公演
「ショウ・マスト・ゴー・オン」

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

あの伝説のコメディが、最後の上演から28年の時を経て、令和の時代にリ二ューアル。
総勢16名のキャスト陣が舞台上を駆け巡る、注目のノンストップコメディ ！ 

京都劇場（JR京都駅ビル内）会場

限定
あり

発送   
11/2

請求
11/7～
11/11

限定
あり

発送   
11/23

請求
12/5～
12/9

DESIGNED BY MARIA BJÖRNSONDESIGNED BY MARIA BJÖRNSON 撮影 ： 阿部章仁撮影 ： 阿部章仁

■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10月2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
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：1010月33日（月）～1010月88日（土） 右記内容をご確認の上、お申し込みください。 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

＊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。
ハガキ又はメール・FAXにてお申し込みください。お申し込みの場合は以下の事柄をご記入ください。
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）

お電話の際は、組合員番号をお伝えください。　営業時間／9：00～18：00（土 ・ 日休業）

〒630-8503 奈良市恋の窪1-2-2　　　　　　　チケットサービス
TEL 0120-445-152／0742（34）0243　FAX 0742（34）8226
メールアドレス ： service@naracoop.or.jp

ははななままるる
ププレレスス

  

【チケットに関する大切なお知らせ】

上記予めご了承の上ご注文ください。

※新型コロナウイルス対策の為、ご案内の内容が予告なく変更となる場合が
　ございます。各お問合せ先のHP等で最新の情報をご確認ください。
※指定席に関しましては、感染予防に対応した配席となる場合や、通常の配席
　となる場合もございます。今後状況に応じて変更される場合もございます。
※各種キャンペーン（Go To等）には対応しておりません。2022年

10月2回
次回は

10月3回です。
お楽しみに！！

住宅サービス
屋根・外壁塗装屋根・外壁塗装
ご相談お見積ご相談お見積

無料無料
ブランド品買取ブランド品買取
ブランディアブランディア

P9

P10川本ピアノ
買取・移動

はなまるプレスのご案内

川本ピアノ川本ピアノ

はなまるプレスはなまるプレスのご案内のご案内

P9

チケット申し込み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.12のチケット申し込み方法をお読みください。ご注意12 2022年10月2回



文化パルク城陽
  

「人々を笑わせ、そして考えさせる研究」に
贈られるイグ・ノーベル賞をその目で確かめ
体験する展覧会 ！

おとなから子どもまで
楽しめるエレクトーンコンサート♪

城陽で浪曲　唸ってまいります ！
和楽器と
ヒップホップが
織り成す
鮮やかなステージをお楽しみください ！

受け継がれる伝統、
藤岡幸夫と関西フィルが魅了する衝撃と感動の城陽第九

▲

文化パルク城陽
コスモホール 0774-55-7667
プラムホール 0774-55-1010

文化パルク城陽
（近鉄寺田駅東出口より南へ450m）

会場

０歳からのプラネタリウム

未来にはばたけ ！ 

第11回城陽第九フェスティバル

三味線 和太鼓 キッズダンス
京山幸乃浪曲の会

公演日時 注文番号
11月10日（木）14：0０131148

公演日時 注文番号
11月20日（日）18：0０131156

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 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
自
由
席

おとな 800円 800円
こども 300円 300円 券種 当日価格 ならコープ価格

自由席 1,500円 1,500円
券種 当日価格 ならコープ価格
自由席 1,000円 1,000円

３歳以上有料３歳以上有料 ３歳以上有料

出演 ： 東まゆみ＜予定曲目＞
めざせポケモンマスター
鎌倉殿の１３人　ネコふんじゃった

＜予定曲目＞当日のお楽しみ 出演 ： 染行エリカ、西島 諄、DNAダンススクール
出演 : 京山幸乃､一風亭初月

出演 ： 藤岡幸夫(関西フィル首席指揮者)、森田裕子(ソプラノ)、
         太島優希(アルト)、小餅谷哲男(テノール)、田中由也(バリトン)
         関西フィルハーモニー管弦楽団、城陽第九フェスティバル合唱団
＜予定曲目＞交響曲第九番 ニ短調 作品125〈合唱付〉　ほか

未就学児入場不可

写真 ： キッチンミノル写真 ： キッチンミノル

コスモホール（西館４階）

プラムホール（東館２階）

半﨑美子
5周年記念集大成ツアー2022

大人 ： 高校生以上　小人 ： ３歳～中学生　３歳未満入場不可

ＮＨＫ大阪ホール
（大阪メトロ谷町四丁目駅
 徒歩約３分）

会場

公演日時 券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

11月27日（日）
17：3０

大人 7,000円 7,000円 130974
小人 2,000円 2,000円 130982

公演日時 券種（指定）当日価格 ならコープ価格 注文番号

12月18日（日）
14：0０

一般 3,300円 3,300円 130991
大学生以下 2,000円 2,000円 131008

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

3年ぶりの
集大成コンサートが
開催決定 ！ ！

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

限定
あり

発送   
11/9

請求
11/14～
11/18

限定
あり

発送   
11/30

請求
12/5～
12/9

公演日時 券種 注文番号

11月9日（水）
10：3０

おとな 131121  
こども 131130  

限定
あり

発送   
10/26

請求
11/7～
11/11

限定
あり

発送   
10/26

請求
11/7～
11/11 限定

あり
発送   
11/2

請求
11/7～
11/11おとなから子どもまで

泣いちゃっても

大丈夫！

公演日時 注文番号
11月20日
（日）

13：0０131016
17：0０131024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 4,500円 4,500円

未就学児入場不可　お一人様４枚まで

平成紅梅亭 presents
春風亭一之輔 独演会～秋の大阪、一之輔

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
（大阪メトロ森ノ宮駅徒歩約5分、JR森ノ宮駅徒歩約7分、JR大阪城公園駅徒歩約6分）

会場

人気、実力とも若手随一、
春風亭一之輔、秋の独演会 ！
出演 ： 春風亭一之輔
ゲスト ： 森たけし
昼夕　別演目を予定

限定
あり

発送   
11/2

請求
11/7～
11/11

公演日時 注文番号
11月29日（火）18：3０ 131164
11月30日（水）18：3０ 131172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5,800円5,800円

未就学児入場不可

MYSTERY NIGHT TOUR 2022
稲川淳二の怪談ナイト
～稲川怪談 30年連続公演～

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

森ノ宮ピロティホール
（ＪＲ森ノ宮駅徒歩約5分、大阪メトロ森ノ宮駅徒歩約２分）

会場

2022年、恐怖と感動を引き連れて、
今年もあいつがやってくる・・・。

限定
あり

発送   
11/16

請求
11/21～
11/25

毎年１２月恒例の「さとがえる
コンサート」の開催が決定 ！

出演 ： 矢野顕子、 

　　　小原 礼、　

　　　佐橋佳幸、

　　　林 立夫

公演日時 注文番号
12月13日（火）19：0０131041

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
指定席 9,500円 9,500円

３歳以上有料、３歳未満入場不可
ジーンズシートもありますが、指定席のみのご案内▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

会場 サンケイホールブリーゼ
（ＪＲ大阪駅徒歩約５分、大阪メトロ西梅田駅徒歩約３分）

矢野顕子 さとがえるコンサート2022
featuring 小原 礼、佐橋佳幸、林 立夫

※チケット発送が公演日
　間近になります。
　受け取りにご注意
　ください ！

限定
あり

発送   
11/30

請求
12/5～
12/9

イグ・ノーベル賞の世界展
2022

発送   
10/12

請求
10/17～
10/21

自然とアトラクションがいっぱい ！ 子どもから大人まで楽しめる遊園地

ひらかたパーク

▲

ひらかたパーク 0570-016-855

ひらかたパーク
（京阪枚方公園駅徒歩約３分）

会場

お届け日
～２０２３年３月３１日（金）
営業時間及び休園日 ：　
詳しくは、ひらかたパークホームページにてご確認ください。
www.hirakatapark.co.jp　

有効
期間

 ■入園＋フリーパス引換券
券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

おとな（中学生以上） 4,600円 4,300円 147982
小学生 3,900円 3,700円 147991

２歳～未就学児 2,700円 2,600円 148008
事務手数料1枚につき45円加算払い戻し及び期限切れのチケットのご利用は一切できません。

障がい者割引等については下記にお問い合わせください。
イベントホール催事につきましては、ひらかたパークホームページにてご確認ください。

発送   
10/12

請求
10/17～
10/21

▲

東映太秦映画村 0570-064-349 http://www.toei-eigamura.com
こども ： 3歳～小学生 事務手数料1枚につき45円加算

 ■入村券
券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
大人 2,400円 2,200円 148717
中高生 1,400円 1,300円 148725
こども 1,200円 1,100円 148733
 ■入村券扮装写真付  ※身長１３０ｃｍ以上の方に限ります。
券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
大人 4,300円 3,600円 148741
中高生 3,300円 2,700円 148750
こども 3,100円 2,500円 148768

扮装写真 ： 楽しい扮装写真（Lサイズ、
台紙付）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な扮装では
ありません。（お一人様一枚写し・７分身）

東映太秦映画村

障がい者等の割引に関しては直接お問い合わせください。

2023年3月31日（金）まで
休村日 ： 2023年1月中旬（施設にご確認ください。）
営業時間 ： 時期により異なります。下記にお問い合わせください。

有効
期間

東映太秦映画村
（ＪＲ花園駅徒歩約13分）

会場

「すみっコぐらし えいがむらかくれんぼ」10/22～2023/1/15
仮面ライダーダブル メモリアル展10/22～12/1

エヴァンゲリオン京都基地　
世界初 ！ 乗れるエヴァ ！

しまじろうと うずまさにんじゃだいさくせん(有料)

東映太秦映画村　ヒーローから東映太秦映画村　ヒーローから
チャンバラまで楽しいイベント ！ ！チャンバラまで楽しいイベント ！ ！

発送   
10/12

請求
10/17～
10/21

ホテルニューオータニ大阪
ペントハウスバル お料理４品 ＋ 飲み放題　

▲

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）

ホテル最上階で
“絶景ダイニング”で過ごす　
ロマンティックなひとときを・・・

必ずご利用の2日前までにTEL又はホテルホームページからご予約のうえご利用ください。
ホームページ　https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/4seasons/　
＜要望欄に生協チケット有、と記入してください＞未就学児のご利用はできません。

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 9,570円 4,700円 148318

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）

会場

１０月１日（土）～１２月１６日（金）予約制
除外日 ： 特別催事日
利用時間 ： 17：00～23：00　※120分制　90分ラストオーダー
※予約状況によりご希望日にご利用頂けない日もございます
※コロナウイルス関連での営業状況はホテルホームページをご確認ください

有効
期間

写真はすべてイメージです。写真はすべてイメージです。

税・サービス料込

【お料理４品】
スモークサーモンサラダ添え・冷製ローストポーク・
フライドポテトトリュフ塩風味・スライダードッグ　

【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60種類を取りそろえております

※食材の入荷状況でメニュー内容が変更になる場合もございます。

発送   
10/19

請求
10/24～
10/28

※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。

未就学児童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。
※新型コロナウイルスの関連で営業の縮小が生じる場合が
　ございます。ホテルホームページまたはお問い合わせください。　

ホテルニューオータニ大阪
フランス料理 サクラ  “スペシャルランチ”

▲

ホテルニューオータニ大阪 フランス料理 サクラ 06-6949-3246
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 6,785円 5,000円 148296 

ホテルニューオータニ大阪 18階 フランス料理 サクラ
（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～１２月３１日（土） 予約制
定休日 ： 月・火曜日　除外日 ： 特別催事日　利用時間 ： 11：30～14：30
※予約状況によりご希望日にご利用頂けない日もございます。

有効
期間

フランス料理「サクラ」では、お客様が主役。素材の持ち味を最大限に表現した
至福のコースをご用意いたします。

写真はイメージです。写真はイメージです。

＊小前菜のお愉しみ　＊鮮魚のフレンチ風前菜
＊旬野菜の温かいヴルーテ

＊但馬鶏のカツレツコルドンブルー仕立て
又は

＊和牛フィレ肉のロティ　芳醇な赤ワインと彩り野菜
（通常プラス2,760円→生協様特別価格プラス1,725円にて変更）
＊シェフパティシエからの甘味デザート　＊コーヒー又は紅茶と小菓子

メニュー

税・サービス料込み

発送   
10/19

請求
10/24～
10/28

お届け日～２０２３年３月３１日（金）
休館日 ： 第２・３月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始(12/28～1/2)
臨時休館 ： あり　時間 ： 9：30～17：00（最終入場は閉館45分前まで）
※臨時休館や開館時間の短縮、またはプログラムの変更や延期・中止に
　なる場合があります。最新情報はホームページをご確認ください。

有効
期間

こどものための博物館 
キッズプラザ大阪

事務手数料1枚につき45円加算

２歳以下無料
６５歳以上 ： 700円
               （要証明）
障がい者手帳等所有者
および介助者１名は
手帳（コピー可）提示で
当日価格の半額（幼児は200円）　※お子様のみの入館不可

キッズプラザ大阪
（ＪＲ大阪環状線天満駅徒歩約3分、大阪メトロ堺筋線扇町駅2号出口すぐ）

会場

オーストリア出身のフンデルトヴァッサーがデザインした
「こどもの街」を中心に遊んで学べる“こどものための博物館”

「なんだろう？」「どうなっているの？」「やってみたい ！ 」
そんな不思議や驚きがつまった、ワクワクのタネがいっぱい。
自分の目でみて、さわって、あたらしい体験を楽しんでね。
楽しいイベント情報はキッズプラザ大阪のＨＰを見てね ！ ！

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
大人（高校生以上） 1,400円 1,190円 147907
小人（小中学生） 800円     680円 147915
幼児（3歳以上） 500円     425円 147923

そんな不思議や驚きがつまった、ワクワクのタネがいっぱい。

楽しいイベント情報はキッズプラザ大阪のＨＰを見てね ！ ！

▲

キッズプラザ大阪 06-6311-6601

発送   
10/19

請求
10/24～
10/28

※当日券の販売です。

未就学児無料   
学生 ： 小学生～高校生
ペア ： 2名セット券・要同時入場                
学生券は、学生証等の写真付き本人確認証をご提示いただく場合がございます。小学生以下のみのご入場
はご遠慮願います。主催者決定によるイベント中止以外の理由での払い戻しはおこないません。身体障がい者
手帳等による割引はありません。※感染症拡大防止等の観点から入場者数を制限しております。また、営業
日時の変更および休業となる場合がございます。詳しくは心斎橋PARCOの公式サイトをご確認ください。▲

イグ・ノーベル賞の世界展2022実行委員会 050-1807-0377（自動応答システム）

事務手数料1枚につき45円加算

心斎橋PARCO 14Ｆ PARCO GALLERY
（大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅4番出口直結）

会場

10月1日（土）～11月13日（日）
開催時間 ： 10：00～20：00
※入場は閉場の30分前まで　※最終日は18：00閉場

会期

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,500円 1,500円 148369
学生 1,000円 1,000円 148377
ペア 2,800円 2,800円 148385

©SHIN YAMAGISHI©SHIN YAMAGISHI 小餅谷哲男小餅谷哲男藤岡幸夫藤岡幸夫

森田裕子森田裕子

田中由也田中由也

太島優希太島優希

・次の事項に該当する方は、当クラブをご利用いただけません。健康を害しており、運動をする
 ことが好ましくないと判断される場合。当フィットネスクラブが審査を行い、安全を確保できない
 と判断される場合。医師から運動を禁止されている方。刺青（タトゥー）のある方。妊娠中の方。
・スタジオレッスンについて ： レッスン前待ち時間の混雑緩和のために各店一部レッスンが
 WEB予約制となります。ビジターチケットご利用の方はWEB予約ができませんので、対象
 レッスンに参加希望の際は当日フロントにてお申込みください。※レッスン予約状況により
 ご参加いただけない場合がございます。予めご了承願います。※対象レッスンに関しては
 各店ホームページをご確認いただくか、店舗にお問い合わせください。
・２４時間ジムにおけるご利用可能時間について ： 当チケットでご利用いただけるのは、
 有人対応時間帯のみとなります。セルフタイム（無人時間）は、ご利用いただけません。

コ・ス・パ
ビジターチケット

▲

上記の各店にお問い合わせください。

上記以外のコスパもご利用いただけ
ます。（テニスを除く）
※ご利用の際は、各店HPにて
　最新情報を確認してください。

コ・ス・パが
お得に使える
ビジターチケット ！

コ・ス・パ各店会場

１０月１日(土)～１２月３１日（土）
（各店最終営業日）まで

有効
期間
休館日 ： 各店HPにてご確認ください。　利用年齢制限 ： １5歳以上(中学生除く）
※チケット１枚に付きお一人様ご利用いただけます。

事務手数料1組につき45円加算

券種ならコープ価格 注文番号
３枚組4,560円 149411
５枚組6,150円 149420

近隣施設のご紹介 電話番号 定休日
コ･ス･パ松井山手 0774-68-1535 火

コ･ス･パ長岡京 075-958-3140 木

コ･ス･パ二条 075-803-3108 木
コ･ス･パ
京都リサーチパーク 075-315-9155 火

コ･ス･パ桃山六地蔵 075-605-5735 木

コ･ス･パ王寺 0745-32-5454 木

コ･ス･パ五位堂 0745-71-5110 木

コ･ス･パ八尾 072-995-2200 火

コ･ス･パ西大寺 0742-32-0700 金

発送   
10/12

請求
10/17～
10/21関西サイクルスポーツセンター

▲

関西サイクルスポーツセンター 0721-54-3101

関西サイクルスポーツセンター
（お車／阪和自動車道「岸和田和泉」より約20分、大阪外環状線（R170）で滝畑方面へ。
 電車／近鉄南大阪線「大阪阿部野橋駅」より急行停車駅「古市」で近鉄長野線に乗り換え、
 終点の「河内長野駅」で下車南海バス「サイクルセンター行き」で約２5分）

会場

有効
期間

お届け日～１１月３０日（水）まで
休園日 ： 火曜日(10/11営業、10/12は振替休）
営業時間 ： 【平日・土曜】10：00～17：00、【日曜・祝日】9：30～17：30 
※営業内容は予告なく変更になる場合がございます。ご来場前に
　当センター公式HP（http://www.kcsc.or.jp/）をご確認ください。

事務手数料1枚につき45円加算

 ■ 入場＋フリーパス
券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

おとな（中学生以上） 3,000円 2,600円 147630
こどもＡ（３歳以上小学生）身長110ｃｍ以上 2,700円 2,300円 147648
こどもＢ（３歳以上小学生）身長110ｃｍ未満 1,900円 1,500円 147656

シルバー（６０歳以上） 2,200円 2,100円 147664

※こどもBには乗り物に制限があります。
障がい者等の割引はサイクルセンター
へ直接お問合せください。
特別イベント等、一部ご利用頂けない
ものがございます。

自転車のテーマパークであそぼう ！ レッツ ！ コギコギ ！ エクササイズ ！ ！

発送   
10/12

請求
10/17～
10/21

車椅子・介助席（プラムホールのみ）をご利用のお客様は文化パルク城陽までお問い合わせください。ご来場はできるだけ公共交通機関をご利用ください。

チケット申し込み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.12のチケット申し込み方法をお読みください。ご注意 112022年10月2回


