はなまるプレス

新
2022年

9月4回

【チケットに関する大切なお知らせ】

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。

皆が待っていた待望の上演！

発送
10/5

会場

公演日時

▲

福田こうへい特別公演

発送 請求
10/12 10/17〜
10/21

共演

4,900円
注文番号

今年結成35周年のトルヴェール・クヮルテットがソリストとして登場！ 限定
常任指揮者 山下一史とのコラボをお楽しみください。
あり

会場

限定
あり

会場

＜予定プログラム＞長生 淳：サクソフォン・クヮルテットとオーケストラのための協奏曲《Prime-Climb-Drive》
ガーシュウィン：パリのアメリカ人 ムソルグスキー／ラヴェル編：組曲「展覧会の絵」

当日価格

Ａ席

ならコープ価格

3,000円

2,400円

事務手数料1枚につき180円加算

未就学児入場不可 Ｓ〜Ｂ席のうち、
Ａ席のみご案内

２０２２年の秋ツアー、
追加公演が決定！！
会場
券種 当日価格 ならコープ価格

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）

公演日時

４歳以下入場不可 お一人様4枚まで

発送
11/9

請求
11/14〜
11/18

キョードーインフォメーション 0570-200-888

会場

フェスティバルホール

公演日時

会場
注文番号

Ｓ席 11,000円 10,500円 11月25日（金）15：0０ 130346

事務手数料1枚につき180円加算 未就学児入場不可 ＢＯＸ・Ａ・Ｂ席もありますが、Ｓ席のみご案内

限定
…確保できる枚数を超える場合は抽選となります。 発送 …チケットを発送する日です。
あり

＊代金のお支払いは登録口座から引き落しです。

●通常はOCR注文書で9月4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
●インターネットでのご注文は「eフレンズ・なら」から ならコープ

券種 当日価格 ならコープ価格

キョードーインフォメーション 0570-200-888

右記内容をご確認の上、お申し込みください。
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 …

＊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）

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
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）

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。

注文番号

均一指定12,000円 12,000円 11月27日（日）17：0０ 130354

〒630-8503 奈良市恋の窪1-2-2
検索

公演日時

発送
11/9

請求
11/14〜
11/18

世界最高峰のソプラノ歌手
と祝う、特別なホリディ
お馴染みのクリスマスソング
からベストヒットまで、
忘れられないクリスマスを
あなたに
スペシャルゲストとして
YOSHIKIが出演

出演：サラ・ブライトマン ゲスト：YOSHIKI
（X JAPAN）

会場

大阪国際会議場 メインホール

（京阪中之島駅2番出口すぐ、
JR・阪神福島駅徒歩約１０分）

事務手数料1枚につき180円加算 未就学児入場不可 お一人様4枚まで

■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

限定
あり

券種 当日価格 ならコープ価格

公演日時

注文番号

Ｓ席19,000円 19,000円 11月30日（水）19：0０ 130362
事務手数料1枚につき180円加算

未就学児入場不可
Ｖ
Ｉ
Ｐ・ＧＯＬＤ・Ａ席もありますが、
Ｓ席のみご案内

キョードーインフォメーション 0570-200-888

▲

9 月 19 日（月）〜 9 月 24 日（土）

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）

▲

▲

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

受付期間：

Featuring YOSHIKI Special Guest

発送 請求
11/16 11/21〜
11/25

司会：黒柳徹子
ゲスト：太田裕美、
ゴダイゴ、
坂本冬美、
三人娘、
中村雅俊、
南こうせつ

（大阪メ
トロ肥後橋駅下車、4番出口直結）

券種 当日価格 ならコープ価格

サラ・ブライトマン『クリスマス・シンフォニー』

※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！

©中嶌英雄

注文番号

公演日時

ならコープ価格

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

徹子さんと豪華ゲストのトークと 限定
スペシャルなライブを是非会場で あり
お楽しみください。

出演：フジコ・ヘミング(ピアノ)、
マリオ・コシック(指揮)、
プラハヴィルトーゾ管弦楽団(管弦楽)

キョードーインフォメーション 0570-200-888

チケット申し込み方法

当日価格

Ｓ席14,000円13,000円 11月10日（木）18：0０ 130541
事務手数料1枚につき180円加算 11月16日
（水）18：0０ 130559

第11回

日本中から愛される奇跡の
限定
あり
ピアニストとチェコ屈指の
アンサンブルによる名曲コンサート

注文番号

均一指定 9,000円 9,000円 11月12日（土）16：0０ 130567
事務手数料1枚につき180円加算 11月13日（日）14：0０ 130575

券種

オリックス劇場

（大阪メ
トロ四ツ橋駅徒歩約5分、
本町駅徒歩約7分）

▲

※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！

会場

▲

請求
11/7〜
11/11

ならコープ価格

「徹子の部屋」コンサート

＆プラハヴィルトーゾ管弦楽団

BEAUTIFUL WORLD

発送
11/2

当日価格

S・A席のうちＳ席のみのご案内
未就学児入場不可

フジコ・ヘミング

葉加瀬太郎 コンサートツアー2022
限定
あり

出演：小池徹平、
城田 優、
ソニン、
玉置成実、
勝矢、
ひのあらた ほか
脚本：ハーヴェイ・ファイアスタイン
音楽・作詞：シンディ
・ローパー
演出・振付：ジェリー・ミッチェル
日本版演出協力・上演台本： 岸谷五朗
訳詞：森雪之丞

ウドー音楽事務所 大阪支社 06-6341-4506（月曜・水曜・金曜 12:00〜15:00）

▲

大阪交響楽団 072-226-5522

小池徹平 × 城田 優 主演、大ヒットミュージカル！！シンディ・ローパーの
パワフルで魅力的な書き下ろしの楽曲で贈る傑作ミュージカル！！

12月1日（木）19：0０ 130311

11月5日 13：3０ 130320
（土） 17：0０ 130338

137910
137928
137936
137944
137952
137961
137979
137987
137995
138002
138011

限定 発送 請求
あり 10/26 11/7〜
11/11

「キンキーブーツ」

事務手数料1枚につき180円加算
注文番号
公演日時

注文番号

公演日時

ブロードウェイミュージカル

発送 請求
11/16 11/21〜
11/25

あましん アルカイックホール

（ＪＲ大阪環状線福島駅徒歩約７分、
JR新福島駅・阪神福島駅徒歩約10分）

注文番号

券種

良席プラン
1階席中央
1階
2階
1階
2階
良席プラン
1階席中央
1階
2階
良席プラン
1階席中央
1階
2階

新歌舞伎座における感染症対策につきましては、劇場ホームページをご確認ください。各公演のご案内の
演目、曲目、期間、出演者など、やむをえず変更する場合は、悪しからずご了承ください。

（阪神尼崎駅徒歩約5分）

券種

11月12日
（土）
11月14日
（月）

１階〜３階席、特別席のうち１・２階席、良席プラン（1階席の中央3ブロック12列目以内確約）のみご案内。

Ｓ席 11,000円 11,000円

ザ・シンフォニーホール

券種

大阪 新歌舞伎座

新歌舞伎座 06-7730-2121

©島崎信一

公演日時

（近鉄大阪上本町駅１４番出口直結、大阪メトロ谷町九丁目駅徒歩約５分）政府・自治体等の基準に従った対策のうえで座席は間隔を詰めてのご用意となります。

デビュー45周年を迎えた
アメリカン・パワー・ポップの星！
「サレンダー」
、
「甘い罠」
、
「永遠の愛の炎」
etc、
永遠の輝きを放つ名曲の
数々でおくるベスト・ライブ！！

発送 請求
10/19 10/24〜
10/28

当日価格 ならコープ価格

昼の部 11月18日
良席プラン
12,000円 8,500円 11：0０ （金）
1階席中央
夜の部
民謡で鍛えぬいた類いまれなる
11月20日
16：00 1階席 12,000円 7,000円
歌唱力と絶妙なトーク
（日）
昭和歌謡やオリジナル曲などを
2階席 6,000円 4,000円
11月24日
歌いあげる。
事務手数料1枚につき180円加算
（木）
ご来場のお客様全員に
『福田こうへい 写真入りカード
（非売品）』
をプレゼント！
11月16日
※公演当日にお渡しします ※お申込みは不要です
夜の部 （水）
ご来場のお客様の中から抽選で各公演1名様に
『福田こうへい 直筆サイン色紙』
プレゼント
※ご来場のお客様の中から抽選で各公演1名様にプレゼントします ※お申込みは不要です
16：0０ 11月19日
※当選者の発表は、賞品のお渡しをもって代えさせていただきます
（土）
未就学児入場不可

「チープ・トリック」

指揮：山下 一史
（常任指揮者）
サクソフォン四重奏 ：トルヴェール・クヮルテット
ソプラノ・サクソフォン：須川展也
アルト・サクソフォン ：彦坂眞一郎
テナー・サクソフォン ：神保佳祐
バリトン・サクソフォン ：田中靖人

会場

特典2

良席プランは1階席中央3ブロック
12列目以内でお席の確約！！

良席プラン
12,000円 9,500円
昼の部 1階席中央
11：00 1階席 12,000円 8,000円
2階席 6,000円 4,500円

▲

▲

大阪交響楽団 第124回 名曲コンサート

「トルヴェール・クヮルテット結成35周年記念」

C=ai ueda

特典１

130371

未就学児のご入場はご遠慮ください。お食事はご遠慮願います。
お席が前後する場合がございます。
感染予防について：大阪松竹座では、感染症対策で重要な換気の能力を充分に
備えています。
３密
（密閉・密集・密接）
を可能な限り配慮しながら上演致します。
また
チラシ紙面上やＷＥＢ上にお客様へのお願いと劇場での取り組みを記載する予定
です。
あわせてご確認をお願い致します。
ご来場いただくお客様、
出演者、劇場スタッフの安全を確保する為、何卒ご理解と
係員の指示へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。

大阪松竹座 06-6214-2211

小林綾子、高橋由美子、
曽我廼家文童 ほか

第二部
福田こうへいコンサート2022

事務手数料1枚につき180円加算

公演日時

券種

第一部
望郷 風の流れ旅

ならコープ価格

11月5日（土）15：0０

限定 発送 請求
あり 10/26 11/7〜
11/11

＜予定プログラム＞

（近鉄大阪難波駅・大阪メ
トロなんば駅１５B出口徒歩約１分）

当日価格

注文番号

ならコープ価格

梅田芸術劇場 シアター・
ドラマシティ 06-6377-3888

会場 大阪松竹座

6,800円

当日価格

未就学児入場不可 開場は開演の45分前
（予定）
事務手数料1枚につき180円加算
ご来場のお客様には、
ご連絡先の登録をお願いいたしております。
今後の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた社会情勢や政府によるイベントの開催制限の要請
等に応じて、
公演時間・配席・収容定員等変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

出演：三浦祐太朗

券種

券種

12月23日（金）14：0０均 空♡ 12,500円 11,250円 130508
12：3０一 空♦ 12,500円 11,250円 130516
12月24日（土）
17：3０指 海♥ 12,500円 10,000円 130524
12月25日（日）12：3０定 海♦ 12,500円 11,250円 130532

ますます磨きのかかるそのあたたかく優しい歌声。
初心と感謝の気持ちを込めて
ソロデビュー10周年のライブをお届けします。

指定席

発送 請求
11/16 11/21〜
11/25

♦クリスマススペシャルカーテンコール
（抽選会あり）
♡アフタートーク
（登壇予定：柿澤、
廣瀬）
シアター・ドラマシティ
（登壇予定：濱田、
増子）
（ＪＲ大阪駅徒歩約８分、大阪メトロ梅田駅徒歩約５分）♥アフタートーク

▲

限定
あり

『 AND YOU』
10th Anniversary Tour

限定
あり

出演：≪空キャスト≫柿澤勇人、笹本玲奈、廣瀬友祐、夢咲ねね
≪海キャスト≫濱田龍臣、唯月ふうか、増子敦貴
（GENIC）
、熊谷彩春
綺咲愛里、
高島礼子 ほか

梅田芸術劇場メインホール 06-6377-3800

三浦祐太朗

大阪松竹座 １１月

裏面・リリーフ／「はなまるプレス」お引っ越し予告

お楽しみに！！

ブロードウェイ×恋愛の神様
音楽は、本年度トニー賞ベストスコア賞ノミネートのジェイソン・ハウランド

13：0０ 130389
10月25日（火）
18：0０ 130397
10月27日（木）18：0０ 130401
12：0０ 130419
会場 梅田芸術劇場
10月29日（土）
メインホール
17：0０ 130427
（ＪＲ大阪駅徒歩約８分、
大阪メ
トロ梅田駅徒歩約５分）
10月30日（日）13：0０ 130435
券種 当日価格
ならコープ価格
13：0０ 130443
Ｓ席 14,500円 14,500円 10月31日（月）
18：0０ 130451
事務手数料1枚につき180円加算
未就学児入場不可
11月 3日（木・祝） 12：0０ 130460
Ａ・Ｂ席もありますが、
Ｓ席のみのご案内
ご来場のお客様には、
ご連絡先の登録を
11月 5日（土）12：0０ 130478
お願いいたしております。
11月 6日（日）13：0０ 130486
今後の新型コロナウイルスの感染状況を
踏まえた社会情勢や政府によるイベントの
11月 7日（月）18：0０ 130494
開催制限の要請等に応じて、
公演時間・
出演：渡辺直美、
エリアンナ、三浦宏規、
平間壮一、清水くるみ、田村芽実、
上口耕平、石川 禅、瀬奈じゅん、
山口祐一郎 ほか

配席・収容定員等変更する場合がござい
ます。
あらかじめご了承ください。

10月1回です。

ミュージカル 『東京ラブストーリー』

請求
10/10〜
10/14

注文番号

公演日時

年内最終の
ご案内です。

次回は

上記予めご了承の上ご注文ください。

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。

限定
あり

高機能立体マスク

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

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。
ご注意！

ミュージカル 『ヘアスプレー』

表紙・中面・・・チケット
中面・4層不織布フィルター

※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

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
ご注意
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
簡易書留でのお届けの際、
「チケットサービス」までご連絡ください。
お留守の場合は不在連絡票が
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。
入ります。保管期間内（７日間）に
（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、 必ずお受け取りいただきますよう
各自で直接お問い合せ先にお尋ねください。
お願いいたします。
⑧チケットの価格は消費税込みでのご案内です。

9月4回

新
限定
あり

城陽で喬介

発送
10/5

はなまるプレス

請求
10/10〜
10/14

若手No.１！
笑福亭喬介による落語会。
笑えること間違いなし！

限定
あり

昭和ポップス

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、必ず表紙のチケット申し込み方法をお読みください。

ご注意！

杉山清貴

発送 請求
10/12 10/17〜
10/21

Sugiyama Kiyotaka Band Tour 2022

昭和を彩るシティポップで楽しいひとときを過ごしませんか ？

限定
あり

＜予定演目＞
当日のお楽しみ

文化パルク城陽
コスモホール
（西館４階）

会場

公演日時

注文番号

自由席 1,000円 1,000円 10月19日（水）14：0０ 130290

３歳以上有料
事務手数料1枚につき180円加算
車椅子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。

券種 当日価格 ならコープ価格

10月1日（土）〜11月13日（日）

会場

心斎橋PARCO 14Ｆ PARCO GALLERY
注文番号

148890
148903
148911

未就学児無料
学生：小学生〜高校生
事務手数料1枚につき45円加算
ファミリーチケット：4名セット券・要同時入場（前売のみ）
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。

請求
10/3〜
10/7

作者・原 泰久氏全面監修のもと、
（金）〜１２月１１日（日）
会期 １０月１４日
「信」の物語を再構築。
※前売「平日券」のみのご案内。
400点以上の直筆生原画や、本展
平日11：00〜20：00、
土日祝10：00〜19：00
※入場は閉場の30分前まで ※会期中無休
のために描きおろされたイラスト
を約20点展示し、感動の名場面
会場 グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル
を生原稿と巨大グラフィックで
第１会場：B1階イベントラボ
再構成してお届けする、これまで
第2会場：4階ナレッジシアター
にない規模の原画展です。
（JR大阪駅徒歩約3分、
大阪メ
トロ梅田駅徒歩約3分）
券種（平日券）当日価格 ならコープ価格

会期
© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP630002

一般

京都市京セラ美術館 075-771-4334

ペントハウスバル お料理４品 ＋ 飲み放題
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・
・
・

会場

コ・ス・パ各店

有効 １０月１日(土)〜１２月３１日
（土）
期間（各店最終営業日）
まで

請求
10/3〜
10/7

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

149411
149420

入園券

発送
9/28

請求
10/3〜
10/7

サファリパーク＆遊園地

※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
※コロナウィ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

券種

注文番号

当日価格 ならコープ価格

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 お一人様 9,570円 4,700円
税・サービス料込
ご予約のうえご利用ください。
事務手数料1枚につき45円加算
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。

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 06-6949-3294（直通）

東映太秦映画村

有効 2023年3月31日
（金）
まで
期間 休村日：2023年1月中旬（施設にご確認ください。）

東映太秦映画村

（ＪＲ花園駅徒歩約13分）

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）
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。

■入村券
券種
当日価格 ならコープ価格

大人 2,400円 2,200円
中高生 1,400円 1,300円
こども 1,200円 1,100円
大人 4,300円 3,600円
中高生 3,300円 2,700円
こども 3,100円 2,500円

こども：3歳〜小学生

有効 １０月１日（土）〜１２月３０日（金）
期間 除外日：水曜日
（定休日）
、特別催事日
利用時間：11：30〜14：30
※新型コロナウイルス感染状況により営業の
縮小が生じる場合がございます。
ホテルホームページ又はお問い合わせください。

会場

発送
9/28

請求
10/3〜
10/7

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！！
有効 お届け日〜１１月３０日
（水）まで
期間 休園日：火曜日(10/11営業、10/12は振替休）

メニュー

券種

★シェフのこだわり季節前菜 ★本日のスープ
★国産牛サーロイン
（80ｇ） ★旬の焼野菜
★魚沼産こしひかり御飯 / 味噌椀 / 香の物
★シャーベット

事務手数料1枚につき45円加算

税・サービス料込み
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。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。

ホテルニューオータニ大阪18階 鉄板焼 けやき 06-6949-3228
（直通）

ひらかたパーク

発送
9/28

有効 お届け日
期間 〜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

会場

おとな（中学生以上） 4,600円 4,300円
小学生
3,900円 3,700円
２歳〜未就学児 2,700円 2,600円

おとな（中学生以上）
3,000円
こどもＡ（３歳以上小学生）身長110ｃｍ以上 2,700円
※こどもBには乗り物に制限があります。
こどもＢ（３歳以上小学生）身長110ｃｍ未満 1,900円
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。
シルバー（６０歳以上）
2,200円
特別イベント等、一部ご利用頂けない

ものがございます。

2,600円
2,300円
1,500円
2,100円

147630
147648
147656
147664

事務手数料1枚につき45円加算

関西サイクルスポーツセンター 0721-54-3101

注文番号

147982
147991
148008

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。 事務手数料1枚につき45円加算
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。

ひらかたパーク 0570-016-855
発送

レゴランド®・ジャパン（名古屋）9/28

請求 New フ名古屋
10/3〜 シーライもOK！
入館
10/7

きっと何かが起こる！？この秋は
有効 お届け日～２０２３年１月３１日（火）
レゴランド®・ジャパンのモンスター・パーティへ！！ 期間 休園日および営業時間はレゴランド®・ジャパン

会場

ホームページでご確認ください。LEGOLAND.jp

レゴランド®・ジャパン（名古屋）／シーライフ名古屋

（電車：新幹線名古屋駅からあおなみ線「金城ふ頭駅」徒歩約5分／
車 ：伊勢湾岸自動車道「名港中央IC」すぐ）

ファミリーコンボ1DAYパスポート
おとな２名＋こども１名、又はおとな１名＋こども２名でご利用可
必ず3名様同時にご入場ください

券種

通常価格 ならコープ価格

こども

3,900円
～5,100円 3,800円

注文番号

※レゴランド🄬・ジャパンとシーライフ名古屋が両方楽しめます。 ファミリーコンボ 12,900円
※営業時間は予告なく変更する場合がございますので、
1DAYパスポート ～20,300円
来場前に再度ご確認ください。
4名様以上でご利用の方には、下記の追加用チケット（コンボ1DAYパスポート）をご用意！
※当施設の混雑状況によって、入場をお待ちいただく、
※コンボ1DAYパスポートのみのご注文はできません。
又は入場の制限をさせていただく場合がございます。
当日価格【ピーク】おとな7,600円、
こども5,100円
5,100円
【オフピーク】おとな5,600円、
こども4,300円
おとな
～ 7,600円
おとな：１３歳以上 こども：３歳～１２歳 ２歳以下無料

©2022 The LEGO Group.

注文番号

ひらかたパーク

（京阪枚方公園駅徒歩約３分）

■入園＋フリーパス引換券
券種
当日価格 ならコープ価格

関西サイクルスポーツセンター

当日価格 ならコープ価格

請求
10/3〜
10/7

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

（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）

■ 入場＋フリーパス
券種

注文番号

当日価格 ならコープ価格

お一人様 7,150円 5,200円 148288

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。

会場

ホテルニューオータニ大阪
18階 鉄板焼 けやき

（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）

写真はすべてイメージです。

注文番号

事務手数料1枚につき45円加算

請求
10/10〜
10/14

鉄板の上で繰り広げられる匠の妙技と旬の味覚を是非おたのしみください。

148717
148725
148733
148741
148750
148768

発送
10/5

大阪城を眺めることができる鉄板焼 けやき

■入村券扮装写真付 ※身長１３０ｃｍ以上の方に限ります。
当日価格 ならコープ価格 注文番号
券種

関西サイクルスポーツセンター

▲

▲

姫路セントラルパーク 079-264-1611

鉄板焼 けやき シェフのこだわりランチ

レゴランド®・ジャパン・リゾート
0570-05-8605

▲

事務手数料1枚につき45円加算
遊園地のアトラクション
（乗り物）料金は、別料金です。
※サファリバスご利用の場合1席８００円必要。 ※駐車料金１,０００円／１日 ※営業内容
は予告なく変更になる場合があります。来園前にHPもしくはお電話にてご確認ください。
※季節・曜日によって窓口価格が変動しますが組合員はならコープ価格で利用できます。
◀営業内容は公式ホームページもしくは、
電話にてご確認ください。

ホテルニューオータニ大阪

東映太秦映画村 0570-064-349 http://www.toei-eigamura.com

注文番号

148326
148334
148342

請求
10/3〜
10/7

鬼滅の刃 京ノ御仕事参 〜10/17、
仮面ライダー生誕50周年、仮面ライダーEXPO、
エヴァンゲリオン京都基地、世界初！乗れるエヴァ！、
スーパー戦隊ヒストリー・プリキュアヒストリー

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。

会場

姫路セントラルパーク

当日価格 ならコープ価格

京都市京セラ美術館 075-771-4334

その他、忍者ショー、
ちゃんばら、
ヒーローランド、
アトラクションや扮装コーナーもございます。
※撮影などの都合によりイベントが変更・中止になる場合がございます。

（山陽自動車道「山陽姫路東ＩＣ」から車で約５分、姫路駅から神姫バスで約30分）

大人（中学生以上） 3,500円〜 3,300円
小学生
1,900円〜 1,800円
３歳〜小学生未満 1,100円〜 1,100円

発送
9/28

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！！

営業時間、休園日は季節により変更があります。入園受付は閉園
の1時間前まで。姫路セントラルパークのＨＰでご確認ください。

■ 入園券
券種

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）

有効 お届け日〜１２月３１日(土）
まで
期間 休園日：不定休
会場

（地下鉄東山駅徒歩約8分）小学生以下無料
事務手数料1枚につき45円加算
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・大学生／1,600円 中学・高校生／1,100円

有効 １０月１日（土）〜１２月１６日（金）予約制 除外日：特別催事日
期間 利用時間：17：00〜23：00 ※120分制 90分ラストオーダー

写真はすべてイメージです。

注文番号

149926
149934

▲

▲

姫路セントラルパーク

会場

京都市京セラ美術館 一般・大学生 1,700円 1,800円 1,600円
中学・高校生 1,200円 1,300円 1,100円
本館 北回廊１階

【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

会場

当日価格
ならコープ価格
平日 土日祝

券種

▲

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） 上記以外のコスパもご利用いただけ
※チケット１枚に付きお一人様ご利用いただけます。
ます。
（テニスを除く）
各店HPにて
・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 ※ご利用の際は、
最新情報を確認してください。
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。 券種 ならコープ価格 注文番号
・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
３枚組 4,560円
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
５枚組 6,150円
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。
事務手数料1組につき45円加算
・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、
上記の各店にお問い合わせください。
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。

10：00〜18：00
（入館は17：30まで）
※休館日：月曜日
（ただし10/10は開館）

▲

近隣施設のご紹介

ビジターチケット！

請求
10/10〜
10/14

▲

▲

発送
9/28

お得に使える

発送
10/5

【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

事務手数料1枚につき45円加算

キョードーインフォメーション 0570-200-888

１０月８日（土）〜１２月１１日（日）

※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。

注文番号

来場者特典：オリジナル卓上カレンダー
（2023年仕様）※会期中の会場にてお渡しとなります。
「平日券」は開催初日(10/14)および水曜をのぞく平日のみ有効のチケットです。 日付指定不要。但し、
当日の状況により入場をお待ちいただく場合があります。予めご了承ください。 小学生未満は、18歳以上の
保護者1名につき1名まで入場無料。但し、来場者特典のお渡しはございません。
またグッズの購入ができま
せんので予めご了承ください。 障がい者手帳をお持ち方のも、
チケットが必要。介助者1名のみ入場無料。
PG前売価格：
（平日券）一般／2,300円 大学・専門学生／1,800円 小中高生／600円

会期

1,800円 1,540円 148393

148407
148415

請求
10/3〜
10/7

南米コロンビアの美術家、フェルナンド・ボテロ(1932ー)。
彼の手にかかると、楽器や果物、さらにはあのモナ・リザさえも、
ボリュームのある形になって現れます。その独特な形態や色彩は、
さまざまな感覚を呼び起こし、見る人を惹きつけてやみません。
日本では26年ぶりとなる今回の大規模な絵画展では、ボテロ監修のもと、
初期から近年までの油彩、水彩・素描など70点を紹介し、いまも制作を続ける
彼の画業をたどります。ボテロがかける「魔法」を、ぜひ体感してください。

注文番号

（地下鉄東山駅徒歩約8分）
高大生 1,200円 950円
３歳以下入場無料
障がい者手帳等を提示の本人及び介護者
４歳〜小中学生
800円 570円
１名無料。
（確認できるもの持参ください）
※本展は予約優先制です。混雑時には入場
事務手数料1枚につき45円加算
をお待ちいただく場合がございます。 公式 HP：https://www.ktv.jp/event/sanrio/
PG前売価格：一般／1,600円 高大生／1,000円 ４歳〜小中学生／600円

ホテルニューオータニ大阪

発送
9/28

ふくよかな魔法

休館日：月曜日（ただし10/10は開館）
時間：10：00〜18：00（展示室への入場は閉館の30分前まで）

当日価格 ならコープ価格

149764
149772

ボテロ展

１０月７日（金）〜１２月１１日（日）

券種

会場 京都市京セラ美術館
本館 北回廊2階

一般 2,500円 2,300円 149039
大学・専門学生 2,000円 1,800円 149047
小中高生 800円 600円 149055

コ・ス・パ
ビジターチケット

請求
10/3〜
10/7

注文番号

券種 当日価格 ならコープ価格

小人：3歳〜高校生まで
一般 1,900円 1,500円
（劇場によっては中学生まで）
上映期間、
当日料金は、
小人 1,000円 900円
劇場によって異なる場合が
ございます。
ご鑑賞いただく劇場まで 事務手数料1枚につき45円加算
お問い合わせください。劇場により、
各種サービスデーを実施しております。前売
プレゼントはございません。PG前売価格：一般／1,500円 小人／900円

▲

発送
9/28

発送
9/28

▲

キングダム展

イオンシネマ高の原、
あべのアポロシネマ、TOHOシネマズなんば、
なんばパークスシネマ ほか

ハローキティやマイメロディなど、450以上のキャラクター
を生み出してきたその歴史は今や世界の共通語ともいえる
「カワイイ」文化の歴史そのものといっても過言ではありま
せん。本展では創業当時からのグッズやデザイン画に
よってサンリオの歩みをたどります。子どもから大人まで、
３世代で楽しめるサンリオ史上最大規模の展覧会です。

▲

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）

−信−

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

ニッポンのカワイイ文化 60 年史

（大阪メ
トロ御堂筋線心斎橋駅4番出口直結）

コ・ス・パが

事務手数料1枚につき180円加算

サンリオ展

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

一般 1,500円 1,300円
学生 1,000円 800円
ファミリーチケット ――― 4,000円

予 定 TOHOシネマズ橿原、ユナイテッド・シネマ橿原、
上映館 シネマサンシャイン大和郡山、

永遠の
「カワイイ」
は ここからはじまったー

会期

当日価格 ならコープ価格

注文番号

公演日時

当日価格 ならコープ価格

▲

請求
10/3〜
10/7

「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！

券種

券種

均一指定 9,000円 9,000円 11月13日（日）17：0０ 130583

▲

文化パルク城陽 0774-55-7667

発送
9/28

有効 １０月７日（金）〜
期間 上映期間中

© 2021 DREAMWORKS ANIMATION LLC.
ALL RIGHTS RESERVED.

（大阪メ
トロ谷町四丁目駅徒歩約３分）

３歳以上有料
事務手数料1枚につき180円加算
車椅子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。

イグ・ノーベル賞の世界展
2022

華麗に、ワルく行くぜ。

ＮＨＫ大阪ホール

会場

注文番号

公演日時

自由席 1,500円 1,500円 10月28日（金）14：0０ 130303

▲

文化パルク城陽 0774-55-7667

文化パルク城陽 コスモホール（西館４階）

（近鉄寺田駅東出口から南へ４５０ｍ）

請求
10/3〜
10/7

請求
11/7〜
11/11

フルバンドを従え、
1年ぶりのホールツアー
を開催！！

出演：葛井ひかる(ボーカル)、R1SA(ピアノ)
＜曲目＞山下達郎・竹内まりや・松任谷由実などの名曲をお届け！

（近鉄寺田駅東出口から南へ４５０ｍ）

券種 当日価格 ならコープ価格

発送
11/2

発送
9/28

バッドガイズ

※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！

出演：笑福亭喬介
（落語）

会場

映画

13,000円 148971
5,000円 148989

148997

事務手数料1枚につき45円加算

