
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
開場時間は未定　上演時間は未定　学生席もございますが、Ｓ・Ａ席のみのご案内
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。

未就学児入場不可　
※割引対象65歳以上または25歳以下、障がい者（およびその介添者1名まで）
※割引対象者は公演当日、証明書をご持参ください。　※車椅子でお越しの
お客様は、事前にプリズムホールチケットカウンターまでご連絡ください。
PG前売価格 ： SS席／6,000円　S席／4,500円　S席割引／3,600円
                   A席／3,000円　A席割引／2,400円　B席／2,000円

出演 ： 大井剛史（指揮）、大谷康子（ヴァイオリン）、
         大阪フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）

＜予定曲目＞ショスタコーヴィチ／祝典序曲
                 チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲・交響曲第5番

生バンドでお送りするお祭り感満載の音楽劇 ！ 華麗なる昭和の歌謡界を舞台に、
中川大志と愉快な仲間達が、唄い躍りまくる極上エンターテインメント作品です。

billboard classics  
鈴木雅之 Premium Symphonic Concert 2022 featuring 服部隆之 
～DISCOVER JAPAN DX～

▲

ソーゴー大阪 06-6344-3326（平日14：00～16：00）

梅田芸術劇場 メインホール
（ＪＲ大阪駅徒歩約８分、
 大阪メトロ梅田駅徒歩約５分）

会場

八尾市文化会館 プリズムホール 大ホール
（近鉄八尾駅中央北出口を出て右へ徒歩約５分）

会場

お一人様４枚まで　未就学児入場不可
※特製プログラム付き（公演当日お渡し）　学生席の取り扱いはありません。　
※公式HPの「ご来場のお客様へのお願い」をご確認の上、チケットをお求めください。　
　https://billboard-cc.com/classics/notice/

公演日時 注文番号
11月22日（火）18：3０131504

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 12,000円12,000円

▲

新歌舞伎座 06-7730-2121

兵庫県立芸術文化センター ＫＯＢＥＬＣＯ 大ホール
（阪急西宮北口駅より南へ徒歩約2分）

会場

加藤登紀子ほろ酔いコンサート　
vol.45『歌妖曲～中川大志之丞変化～』

▲

梅田芸術劇場メインホール 06-6377-3800

▲

プリズムホールチケットカウンター 0７２-９２４-９９９９

限定
あり

発送   
11/30

請求
12/5～
12/9

未就学児入場不可
Ｓ～Ｂ席、特別席のうちＳ席（１・２階）のみの
ご案内。
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。ご観劇当日は必ずマスクをご着用ください。
劇場内でのご飲食は、必要な水分補給を除いてお断りいたします。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。

作・演出 ： 倉持 裕　出演 ： 中川大志／松井玲奈　福本雄樹／浅利陽介　中村 中／山内圭哉／池田成志　ほか
企画・製作 ： 東宝／ヴィレッヂ

出演 ： 鈴木雅之（ソリスト）、服部隆之（指揮）、大阪交響楽団（管弦楽）

出演 ： 加藤登紀子

公演日時 券種 注文番号

12月17日（土）
15：3０

Ｓ席 131342
Ａ席 131351

券種 当日価格 ならコープ価格
Ｓ席 7,500円 7,000円
Ａ席 5,000円 4,700円

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

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

今年ソロ・デビュー35 周年を迎えた鈴木雅之。
2011年の東日本大震災をきっかけに“今こそ歌う「日本のうた」再発見”として
カヴァーアルバム『DISCOVER JAPAN』をリリース。オーケストラ・アレンジで
制作された過去3作品の集大成カヴァーベストアルバム『DISCOVER JAPAN DX』
から厳選された楽曲をもとに、同アルバムのサウンドプロデューサーでもある服部隆之
の指揮によるオーケストラ・ アレンジでのシンフォニック・ツアーが現実のものとして
開催されることになった。 鈴木雅之の歌声と、服部隆之による生演奏の臨場感。
その場にいないと絶対に味わえないオーケストラ・アレンジをお楽しみいただきたい。

稀代のヒットメーカー小室哲哉
×

ビルボードクラシックス

ヒット曲の数々を
フルオーケストラの荘厳な響きとともに ！

出演 ： 小室哲哉　指揮・編曲 ： 藤原いくろう
管弦楽 ： 京都フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ

会場 兵庫県立芸術文化センター ＫＯＢＥＬＣＯ 大ホール
（阪急西宮北口駅より南へ徒歩約2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 ！

公演日時 注文番号
12月9日（金）18：3０ 131407

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12,000円 12,000円

　未就学児入場不可　お一人様4枚まで

billboard classics 小室哲哉
Premium Symphonic Concert 2022 - HISTORIA - 高嶋ちさ子 with Super Cellists

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

出演 ： 高嶋ちさ子、
         チェロメンバー

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）

※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 ！

公演日時 注文番号
12月17日（土）14：0０ 131423

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 6,500円 6,500円

　未就学児入場不可　お一人様4枚まで

限定
あり

発送   
12/7

請求
12/12～
12/16

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト 
コンサートツアー 2022～2023

第45回八尾市民劇場　大阪フィル地域拠点契約事業
大阪フィルハーモニー交響楽団　八尾演奏会
～“さいかい” を 華 や か に 彩 る 名曲 た ち～

▲

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
12月18日（日）12：0０ 131431

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 6,800円 6,800円

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

　未就学児入場不可　お一人様4枚まで

出演 ： 高嶋ちさ子、
        12人のヴァイオリニスト、
        近藤亜紀（ピアノ）

※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   
12/7

請求
12/12～
12/16

限定
あり

発送   
11/30

請求
12/5～
12/9

大阪 新歌舞伎座
（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）

会場

限定
あり

発送   
11/30

請求
12/5～
12/9

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

コープデー 13,500円  9,500円

Ｓ席 13,500円 10,500円

公演日時 券種 注文番号
12月17日（土）12：3０ Ｓ席 131458
12月19日（月）12：3０ Ｓ席コープデー 131466
12月22日（木）12：3０ Ｓ席コープデー 131474
12月24日（土）17：3０ Ｓ席 131482
12月25日（日）12：3０ Ｓ席 131491

限定
あり

発送   
11/2

請求
11/7～
11/11

©Masashige Ogata©Masashige Ogata

会場

会場

うたがたり
やさしさと手を
つなぎながら・・・

小六禮次郎との
暖かく息の合った演奏を、
ぜひご堪能下さい。

心に響くジブリの名曲を
オーケストラとともに、
お届けいたします。

＜予定曲目＞「下町の太陽」「さよならはダンスの後に」「さくらのバラード」　ほか

公演日時 注文番号
11月23日（水・祝）14：0０131512

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▲

サモンプロモーション 06-6225-2237 (平日10:00～18:00)

▲

サモンプロモーション 06-6225-2237 (平日10:00～18:00)

住友生命いずみホール
（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約5分）

住友生命いずみホール
（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約5分）

倍賞千恵子コンサート 
with 小六禮次郎 ２０２２

ジブリの思い出がいっぱい
 「いつもクリスマス ！ 」
オーケストラによるドリームコンサート

限定
あり

発送   
11/9

請求
11/14～
11/18

公演時間 ： 90分(休憩なし)

出演 ： 倍賞千恵子（歌）、
         小六禮次郎（ピアノ）

出演 ： ザ ブリーズアドベンチャーズ　
         The Breeze Adventures（歌）、
         ドリームチェンバーオーケストラ（演奏）、塚田隆雄（指揮）
公演時間 ： 120分（休憩あり）

※出演者は都合により変更になる場合がございます

＜予定曲目＞
風の谷のナウシカより　「風の谷のナウシカ」
となりのトトロより　「となりのトトロ」他、メドレー
魔女の宅急便より　「やさしさに包まれたなら」他、メドレー
千と千尋の神隠しより　「いつも何度でも」「いのちの名前」
もののけ姫より　「もののけ姫」「アシタカとサン」　　ほか、
クリスマスソングなど、盛沢山でお届けいたします。
※曲目は都合により変更になる場合がございます。

３歳以下のお子様のご入場はご遠慮下さい。（チケットはお子様にもお一人一枚必要です。）
こども ： ４歳以上小学生まで

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17日（土）
14：0０

一般 5,000円 5,000円 131521
こども 3,000円 3,000円 131539

事務手数料1枚につき180円加算

限定
あり

発送   
11/30

請求
12/5～
12/9

公演日時 券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

2023年

2月5日
（日）
15：0０

SS席 6,500円 6,000円 131547
S席 5,000円 4,050円 131555
S席割引※  4,100円 3,600円 131563
A席 3,500円 2,700円 131571
A席割引※ 2,900円 2,400円 131580
B席 2,500円 2,000円 131598

限定
あり

発送   
12/7

請求
12/12～
12/16

会場 会場

この冬、英国からの贈り物
ー クリスマスは
　 ザ・シンフォニーホールで ー出演 ： ザ・キングズ・シンガーズ

＜予定曲目＞
《クリスマス・スペシャルプログラム》
アイルランド民謡 ： ダニーボーイ
イギリス民謡 ： グリーンスリーブス
レノン＆マッカートニー ： イエスタデイ
グルーバー ： きよしこの夜
バーリン ： ホワイトクリスマス　　ほか

やむを得ない事情により、出演者、曲目、
曲順が変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

＜予定曲目＞
G.ベリエ ： トッカータ ニ短調／J.パッヘルベル ： シャコンヌ ヘ短調 P.43
C.サン=サーンス ： アヴェ･マリア／G.フォーレ : ピエ ・イエズ／G.F.ヘンデル ： オンブラ･マイ･フ
J.S.バッハ ： 前奏曲とフーガ ハ短調 BWV549／天使の群れ、天より来れり BWV607
                甘き喜びのうちに BWV608／我らキリストを讃えまつらん BWV611
                トッカータとフーガ ヘ長調 BWV540
※休憩なし。約60分間のコンサートです。
やむを得ない事情により、出演者、曲目、曲順が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

公演日時 注文番号
12月15日（木）19：0０131601

公演日時 注文番号
12月23日（金）14：0０131610

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
全席指定 10,000円 9,500円

券種 当日価格 ならコープ価格
全席指定 3,000円 2,700円

未就学児入場不可 未就学児入場不可▲

ザ・シンフォニー チケットセンター 06-6453-2333(火曜定休)

▲

ザ・シンフォニー チケットセンター 06-6453-2333(火曜定休)

ザ・シンフォニーホール
（ＪＲ福島駅徒歩約７分、JR新福島駅・阪神福島駅徒歩約10分）

ザ・シンフォニーホール
（ＪＲ福島駅徒歩約７分、JR新福島駅・阪神福島駅徒歩約10分）

ザ・キングズ・シンガーズ
コンサート

ザ・シンフォニーホール
クリスマス　オルガン
コンサート　2022

限定
あり

発送   
11/30

請求
12/5～
12/9

限定
あり

発送   
12/7

請求
12/12～
12/16

プリズムホール開館当初の初回八尾演奏会と同じ曲目で“さいかい”を祝う ！

 告知動画は
こちら ！

©K.Miura©K.Miura

©Rebecca Reid©Rebecca Reid

出演 ： 冨田一樹（オルガン）

■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
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1010日（月）～1010月1515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3回
次回は

10月4回です。
お楽しみに！！

はなまるプレスはなまるプレスのご案内
P13 P14

乳がん検診乳がん検診

P13 JCMJCM
車買取車買取車買取

メモリアルサービスのメモリアルサービスの
お知らせお知らせ

泉屋10月の泉屋10月の
終活セミナーご案内終活セミナーご案内

3会場 要予約3会場 要予約

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.16のチケット申し込み方法をお読みください。ご注意16 2022年10月3回



  

※雨天決行　小学生以下無料
※300円分金券付き。300円金券は会場内の「お買い物エリア」でのみ利用可能、
　フリーマーケットエリア・飲食ブースでは利用できません。
　詳細は当日会場で配布される場内マップでご確認ください。お釣りもでます。
障がい者手帳等をご提示いただくと、本人及び付添人１名様まで無料。
公式HP ： 昭和レトロカー万博2022　https://retrocar-expo.jp/　PG前売価格 ： 1,500円

サンリオ展
ニッポンのカワイイ文化 60 年史

発送   
10/19

請求
10/24～
10/28

イグ・ノーベル賞の世界展
2022

発送   
10/19

請求
10/24～
10/28

夢のクルマとマーケットが大集合 ！
古き良き昭和を懐かしみ、レトロ・クラシックカーのオーナーと交流できる
イベントです。普段はなかなか見ることのできない歴史的な名車や
希少な絶版車両などの展示をはじめ出展者やフリーマーケット参加者による
車両やパーツ、グッズなどの販売スペースもあり、
大人から子どもまで家族みんなで楽しめます。

昭和レトロカー万博2022

▲

昭和レトロカー万博実行委員会＜(株)八重洲出版内＞ 03-3552-8088（平日10：00～17：00）

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般（中学生以上） 1,800円 1,430円 149748

事務手数料1枚につき45円加算

大阪・舞洲スポーツアイランド 空の広場
（大阪メトロコスモスクエア駅から有料シャトルバス運行予定）

会場１１月２０日（日）
時間 ： 9：30～15：30 

会期

発送   
10/19

請求
10/24～
10/28

2022年の
コンサートツアーが
決定 ！

公演日時 注文番号
12月18日（日）17：0０131440

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 7,500円 7,500円

未就学児入場不可　お一人様４枚まで▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

会場ＮＨＫ大阪ホール
（大阪メトロ谷町四丁目駅
 徒歩約３分）

南こうせつ コンサートツアー2022 
～夜明けの風～

限定
あり

発送   
11/16

請求
11/21～
11/25

出演 ： 藤岡幸夫(関西フィル首席指揮者)、
　　   深見まどか（ピアノ）、
　　   関西フィルハーモニー管弦楽団

出演 ： 通崎睦美（木琴・マリンバ）、北川 皎、小松りみ、中山美輝（マリンバ）
＜予定曲目＞
イッツ・ア・スモール・ワールド ： シャーマン兄弟/土肥寿美子 編
クリスマス・メドレー ： 土肥寿美子 編　　
もろびとこぞりて～サンタが街にやってくる～ジングルベル～ホワイトクリスマス
MとMのボレロ ： 神田佳子　　ほか

吹奏楽 ： Osaka Shion Wind Orchestra

＜予定曲目＞
オッフェンバック ： ホフマン物語より「舟歌」
M.ラヴェル ： ピアノ協奏曲(★) J.シュトラウスⅡ ： 南国のばら　
ポルカ「狩り」「愛の使者」「雷鳴と電光」　美しく青きドナウ　ほか
(★)…深見まどか(ピアノ)

ニューイヤーコンサート
２０２3

木琴を楽しもう ！ 
通崎睦美のクリスマスコンサート

未就学児入場不可　
大学生以下 ： 大学生かつ２５歳以下　車椅子席・介助席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。

未就学児入場不可　
おとな ： 高校生以上　こども ： 中学生以下　車椅子席、介助席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。 ▲

文化パルク城陽 0774-55-1010

▲

文化パルク城陽 0774-55-1010

公演日時（2023年）券種（指定）当日価格 ならコープ価格 注文番号

1月8日（日）
15：0０

一般 3,000円 3,000円 131385
大学生以下 2,000円 2,000円 131393

公演日時 券種（自由席）当日価格 ならコープ価格 注文番号

12月25日（日）
14：0０

おとな 2,000円 2,000円 131369
こども 1,000円 1,000円 131377

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

文化パルク城陽 プラムホール（東館２階）
（近鉄寺田駅東出口から南へ４５０ｍ）

会場文化パルク城陽 ふれあいホール（西館２階）
（近鉄寺田駅東出口から南へ４５０ｍ）

会場

京都が生んだ新鋭ピアニスト深見まどかと
関西フィル藤岡幸夫の新春饗演 ！

普段お目に
かかれない木琴や
マリンバがたくさん
登場します。クリスマスのひとときを親子で優しい
木琴のしらべと共にお過ごしください ！

©SHIN YAMAGISHI©SHIN YAMAGISHI写真 石川奈都子写真 石川奈都子

限定
あり

発送   
12/7

請求
12/12～
12/16

「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 ！

1960年代アメリカを舞台にブロードウェイで
ロングランヒット、トニー賞受賞作品 ！ 
キュートでパワフル、底抜けにハッピーなコメディ・ミュージカル♪

※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

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

シェラトン都ホテル大阪
中国料理 四川

お料理内容は季節や月毎に替わります。ご利用は２名様より承ります。
必ず前日までにご予約のうえご利用ください。ランチ・ディナー共に特別プラン
のため、他の特典・割引との併用はできません。 事務手数料1枚につき45円加算

券種（お一人様） 当日価格 ならコープ価格 注文番号
ランチ　【豊楽】5,900円 4,700円 147877
ディナー【瑪瑙】8,000円 6,500円 147885

シェラトン都ホテル大阪 ３階 中国料理 四川
（近鉄大阪上本町駅直結）

会場

▲

シェラトン都ホテル大阪 中国料理 四川 ０６-６７７３-１２７４
税金・サービス料込み

写真は9月【豊楽】イメージです。写真は9月【豊楽】イメージです。

１１月１日（火）
～２０２３年１月３１日（火） 
除外日 ： 12/23～12/25、
            2023年1/1～1/5
            及びイベント期間等
ランチ   【豊楽】11：30～14：30　
ディナー【瑪瑙】17：00～21：00
          (ラストオーダー20：00)

有効
期間

落ち着いた店内で、
味わい豊かな本格四川料理と
伝統の味に斬新なアレンジを
加えた独創的なメニューを
お愉しみください。

＜ディナー【瑪瑙】メニュー例＞
三種冷菜盛り合わせ

海の幸とキクラゲ入り玉子スープ
花切り甲イカと小海老の彩り野菜炒め

牛フィレ肉と青菜の炒め
鶏の唐揚げ ピリ辛ブラックビーンズ炒め
柴漬け入り五目炒飯／本日のデザート

＜ランチ【豊楽】メニュー例＞
四種冷菜盛り合わせ

海の幸入りピュアホワイトコーンのスープ 
枸杞の実添え

有頭海老と白葱の炒め
牛フィレ肉のピリ辛炒め
三種点心盛り合わせ

ツナのサラダ 人参ドレッシング
麻婆豆腐・御飯／デザート三種 

コーヒー または紅茶

限定
あり

発送   
11/30

請求
12/5～
12/9

シェラトン都ホテル大阪
日本料理 うえまち ランチ

お料理内容は季節や月毎に替わります。
食材の都合により、メニューを変更させていただく場合がございます。
必ず前日までにご予約のうえご利用ください。

事務手数料1枚につき45円加算税金・サービス料込み

▲

シェラトン都ホテル大阪 日本料理 うえまち ０６-６７７３-１２５３

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 5,500円 4,800円 147893 

シェラトン都ホテル大阪 ３階 
日本料理 うえまち（近鉄大阪上本町駅直結）

会場

１１月１日（火）～２０２３年１月３１日（火）
除外日 ： 2023年1/1～1/5　時間 ： 11：30～14：30

有効
期間

真心を込めたおもてなしで
伝統と今様の日本料理をご提供いたします。
四季折々の旬の食材を使い、
素材そのものの味を活かした逸品を
ご堪能ください。

造り、弁当（焚合せ、焼魚、和え物など）、
天ぷら、押し寿司、吸物、水菓子

【メニュー例】

写真は11月イメージです。写真は11月イメージです。

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
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
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

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

永遠の「カワイイ」は　ここからはじまったー

▲

京都市京セラ美術館 075-771-4334

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,800円1,740円 149004
高大生 1,200円1,150円 149012

４歳～小中学生   800円   770円 149021
事務手数料1枚につき45円加算

京都市京セラ美術館 
本館 北回廊2階
（地下鉄東山駅徒歩約8分）

会場

１０月７日（金）～１２月１１日（日）
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）

会期

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。

※当日券の販売です。

吹奏楽による
「ドラゴンクエストⅣ」
「ドラゴンクエストⅤ」
「ドラゴンクエストⅥ」

公演日時 注文番号
11月12日（土）14：0０131628

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 4,000円 4,000円

未就学児入場不可　お一人様４枚まで▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

Osaka Shion Wind Orchestra
ドラゴンクエストコンサート in 東大阪

限定
あり

会場 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）

発送   
10/26

請求
11/7～
11/11

発送   
10/26

請求
11/7～
11/11

※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   
10/26

請求
11/7～
11/11

発送   
10/26

請求
11/7～
11/11

発送   
10/26

請求
11/7～
11/11

会場 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）

ブロードウェイ・ミュージカル
「バイ・バイ・バーディー」

▲

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

11月5日（土） 12：0０ 131636
17：3０ 131644

11月6日（日） 12：0０ 131652
11月7日（月） 12：0０ 131661

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12,500円12,500円

未就学児入場不可　お一人様４枚まで　
Ａ席もありますが、Ｓ席のみのご案内

出演 ： 長野 博、霧矢大夢／松下優也／
　　　寺西拓人／日高麻鈴、内海啓貴、敷村珠夕／
　　　田中利花、樹里咲穂／今井清隆　ほか
原作戯曲 ： マイケル・スチュワート　音楽 ： チャールズ・ストラウス
作詞 ： リー・アダムス　翻訳・訳詞 ： 高橋亜子
演出・振付 ： TETSUHARU　音楽監督 ： 岩崎 廉

限定
あり

発送   
10/26

請求
11/7～
11/11

NAKED FLOWERS 2022 秋 
世界遺産・ニ条城

NAKED ヨルモウデ 2022
平安神宮

▲
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

未就学児入場無料　
京都市内の学校に通う小学生無料
会期中無休
（雨天決行・荒天中止の可能性あり）
上記以外の券種の取り扱いは
ございません。

未就学児入場無料　
会期中無休
（雨天決行・荒天中止の
  可能性あり）　
上記以外の券種の
取り扱いはございません。

PG前売価格 ： 
【月～木限定】   中学生以上／1,400円　小学生／1,000円
【金土日祝限定】中学生以上／1,800円　小学生／1,400円

PG前売価格 ： 
【月～木限定】   中学生以上／1,400円　小学生／1,000円
【金土日祝限定】中学生以上／1,800円　小学生／1,400円

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
月～木
限定

中学生以上 1,800円 1,300円 148130
小学生 1,200円   950円 148148 

金土日祝
限定

中学生以上 2,200円 1,700円 148156 
小学生 1,600円 1,350円 148164 

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
月～木
限定

中学生以上 1,800円1,300円 149373 
小学生 1,200円   950円 149381 

金土日祝
限定

中学生以上 2,200円1,700円 149390 
小学生 1,600円1,350円 149403 

事務手数料1枚につき45円加算

元離宮二条城
（地下鉄二条城前駅すぐ）

会場 平安神宮
（地下鉄東山駅下車徒歩約10分）

会場

色とりどりに表現された
花々や木々との融合。
豪華絢爛な秋の二条城を
創り出します。

リアルとバーチャルの
クロスオーバー！
ニュースタイル夜間参拝を
平安神宮で。

10月28日（金）
      ～12月4日（日）

会期

18：00～22：00（最終入場21：00）

11月18日（金）
      ～12月25日（日）

会期

17：30～22：00（最終入場21：00）

発送   
10/19

請求
10/24～
10/28

発送   
10/19

請求
10/24～
10/28

© naked inc.　※画像はイメージです© naked inc.　※画像はイメージです © naked inc.　※画像はイメージです© naked inc.　※画像はイメージです

※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.16のチケット申し込み方法をお読みください。ご注意 152022年10月3回


