
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。

撮影 ： 阿部章仁

喜劇王と謳われ、その笑いと涙の演技で喜劇王と謳われ、その笑いと涙の演技で
日本中を虜にした名優・藤山寛美。日本中を虜にした名優・藤山寛美。
三十三回忌追善にあたり、娘である藤山直美と、三十三回忌追善にあたり、娘である藤山直美と、
藤山寛美ゆかりの出演者が喜劇への藤山寛美ゆかりの出演者が喜劇への
思いを受け継いで演じる、思いを受け継いで演じる、
人情味あふれる舞台にご期待ください ！人情味あふれる舞台にご期待ください ！

こんな時代だからこそ届けたい歌がある―
昭和を彩った名曲とともにお贈りする五木劇場、ここに開幕 ！

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

Laughにいこうぜ！

さぁ、爆笑の準備はいいか？さぁ、爆笑の準備はいいか？
お笑いフェス LIVE STAND 開催 ！お笑いフェス LIVE STAND 開催 ！
吉本興業が110年間ずっと大切にしてきたもの。吉本興業が110年間ずっと大切にしてきたもの。
それは生のお笑い。それは生のお笑い。
芸人の熱量。劇場が揺れるほどの笑い声。芸人の熱量。劇場が揺れるほどの笑い声。
なんでもありのワクワク感。なんでもありのワクワク感。
やっぱり生で体験するお笑いは格別だから。やっぱり生で体験するお笑いは格別だから。
そんな生のお笑いをでっかい会場にそんな生のお笑いをでっかい会場に
ありったけ詰め込みました。ありったけ詰め込みました。
自由気ままに見て回るもよし、自由気ままに見て回るもよし、
1つのステージを見尽くすもよし。1つのステージを見尽くすもよし。
皆様のご来場お待ちしております。皆様のご来場お待ちしております。

公演日時 券種（S席） 注文番号

10月22日（土）11：0０ 1階昼の部 136387
2階昼の部 136395

10月25日（火）11：0０ 1階昼の部 136409
2階昼の部 136417

10月27日（木）16：0０ 1階夜の部 136468

10月28日（金）13：0０ 1階昼の部 136425
2階昼の部 136433

10月29日（土）16：0０ 1階夜の部 136476

10月30日（日）13：0０ 1階昼の部 136441
2階昼の部 136450

公演日時 注文番号

昼の部
11：００

10月 4日（火）137529
10月 8日（土）137537
10月 9日（日）137545
10月12日（水）137553
10月14日（金）137561
10月20日（木）137570
10月23日（日）137588

夜の部
16：００

10月 6日（木）137596
10月 8日（土）137600
10月 9日（日）137618
10月15日（土）137626
10月20日（木）137634
10月22日（土）137642

大黒摩季
未入稿

LIVE STAND 22-23 OSAKA 五木ひろし劇場

▲

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）

▲

新歌舞伎座 06-7730-2121

大阪松竹座　１０月『日本怪談歌舞伎』 南座　10月『藤山寛美三十三回忌追善　喜劇特別公演』

▲

大阪松竹座 06-6214-2211

▲

南座 075-561-1155

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』

▲

劇団四季 0570-008-110

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歳以下のお子様の着席観劇にはチケットが必要です。Ｓ・Ａ席のうちＳ席のみご案内。
※開演時間は予定です。予告なく変更となる場合がございます。
※劇団四季では、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、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確認ください。

＜予定プログラム＞
第一部　不滅のメロディ　昭和の五大作曲家を歌う
五木ひろし扮する昭和の五大作曲家が、日替わりで繰り広げる魂の歌唱指導。
あの時代、あの瞬間を彩ってきた名曲が今、新歌舞伎座によみがえる ！
第二部　五木ひろしプレゼンツ ゲストオンステージ
五木ひろしと人気若手歌手がお贈りする夢の共演
第三部　五木ひろしビッグショー
「よこはま・たそがれ」「契り」「山河」など誰もが知る代表曲のオンパレード。
五木ワールド、ここに極まれり ！

未就学児入場不可　Ｓ席、Ａ席、特別席のうちＳ席（１・２階）昼の部、Ｓ席（1階確約）夜の部のみご案内。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。花道席を含みます。花道席とは、通常花道の場所に設置した
お席となります。座面は通常のお席に比べますと、少々固くなりますが、お席の大きさ・幅は通常席と同じです。

出演 ： 五木ひろし、市川由紀乃、
　　　朝花美穂　辰巳ゆうと　新浜レオン　ベイビーブー (五十音順)

夜の部は1階確約でこの価格 ！ ！ 夜の部は1階確約でこの価格 ！ ！ 

大人は中学生以上の方を対象とします。
16歳未満のお客様は、保護者（18歳以上）同伴の
場合のみ入場可能です。この場合同伴者の方も
大人チケットをご購入いただく必要がございます。
未就学児のお客様は、保護者（18歳以上）同伴の
場合のみ入場可能で無料とさせていただきます。
※２Fスタンドは指定席に座っての観劇となります。
　スタンド券でアリーナへのご入場はできません。
　２Fスタンドは飲食可。
※アリーナ席のお取り扱いはございません。　※事前に公式HP（https://livestand.jp/）にて注意事項をご確認ください

出演 ： 博多華丸・大吉、中川家、海原やすよともこ、
         タカアンドトシ、千鳥、かまいたち　ほか
※出演日程・内容は決定次第随時発表いたします。
※出演者は予告なく変更の可能性がございます。
9月17日　Light　　  開場15：00／開演16：30／終演20：00
9月18日　Premium　開場10：30／開演12：00／終演20：00

大阪城ホール
（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約５分、
 大阪メトロ大阪ビジネスパーク駅徒歩約５分）

会場

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

奈良県文化会館 国際ホール（近鉄奈良駅徒歩約５分）会場

限定
あり

発送   
9/21

請求
9/26～
9/30

限定
あり

発送   
10/5

請求
10/10～
10/14

公演日時 券種（Ｓ席） 当日価格 ならコープ価格 注文番号

10月25日（火）
18：3０

大人 5,500円 5,500円 139955
子ども 3,300円 3,300円 139963

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

※開場は開演の30分前　※公演時間 ： 約3時間（予定）　
※4歳以上はチケットが必要です。　※2階の一等席になる場合がございます。　
※特別席・二等席・三等席のお取り扱いはありません。　※演目・出演者などは、変更となる
場合がございます。公演の詳細に関しては南座までお問い合わせいただくか、
松竹ホームページにてご確認ください。（https://www.shochiku.co.jp/)
※新型コロナウイルス感染症対策や公演の座席表は、松竹ホームページをご確認ください。
※今後も政府や関係省庁、自治体などから新たな情報発表がなされた場合は、その内容に
より対策を追加及び変更する場合がございます。その場合は随時松竹ホームページにて
お知らせいたします。　※簡易書留でのお届けです。ご不在の場合は保管期間内（７日間）
に必ずお受け取りください。

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（S席） 当日価格 ならコープ価格
1階昼の部 11,000円 9,000円
2階昼の部 11,000円 7,000円
1階夜の部 11,000円 7,000円

券種（一等席1・2階） 当日価格 ならコープ価格
昼の部 13,000円8,400円
夜の部 13,000円6,900円

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

限定
あり

発送   
9/14

請求
9/19～
9/23

※子ども ： 公演当日3歳以上小学校6年生以下

券種（※スタンド指定席） 前売価格 ならコープ価格 注文番号

9月17日（土）16：3０
Light

大人 3,500円2,900円 136328
小学生1,900円 1,600円 136336

9月18日（日）12：0０
Premium

大人 6,000円5,400円 136344
小学生3,000円2,400円 136352

限定
あり

発送   
9/7

請求
9/12～
9/16

※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 ！

Laughにいこうぜ！

限定
あり

発送   
10/5

請求
10/10～
10/14

※公演時間 ： 約3時間（予定）　※4歳以上はチケットが必要です。　※2階の一等席になる場合がございます。　※二等席・三等席のお取り扱いはあり
ません。　※新型コロナウイルス感染症対策や公演の座席表は、松竹ホームページをご確認ください。　※今後も政府や関係省庁、自治体などから新たな
情報発表がなされた場合は、その内容により対策を追加及び変更する場合がございます。その場合は随時松竹ホームページにてお知らせいたします。

事務手数料1枚につき180円加算

券種（一等席 1・2階） 当日価格 ならコープ価格
大人 14,000円 9,000円

１８歳以下 14,000円 7,000円

大阪松竹座
（近鉄大阪難波駅・大阪メトロなんば駅
 １５B出口徒歩約１分）

会場

出演 ： 片岡愛之助、出演 ： 片岡愛之助、
             今井 翼、             今井 翼、
             中村壱太郎　他             中村壱太郎　他　

出演者は変更となる場合がございます。出演者は変更となる場合がございます。

シリーズ累計1,000万人をシリーズ累計1,000万人を

動員した“リング”の動員した“リング”の貞子貞子がが
歌歌舞伎に初登場 ！舞伎に初登場 ！

公演日時 券種（一等席） 注文番号

午
前
の
部
11：００

10月 4日（火） 大人 137251
10月 6日（木） 大人 137260

10月 8日（土） 大人 137278
１８歳以下 137286

10月 9日（日） 大人 137294
１８歳以下 137308

10月11日（火） 大人 137316
10月14日（金） 大人 137324

10月15日（土） 大人 137332
１８歳以下 137341

10月20日（木） 大人 137359

10月22日（土） 大人 137367
１８歳以下 137375

10月23日（日） 大人 137383
１８歳以下 137391

公演日時 券種（一等席） 注文番号

午
後
の
部

10月 3日（月）14：００ 大人 137405
10月 5日（水）15：3０ 大人 137413

10月 8日（土）15：3０ 大人 137421
１８歳以下 137430

10月12日（水）15：3０ 大人 137448

10月15日（土）15：3０ 大人 137456
１８歳以下 137464

10月21日（金）15：3０ 大人 137472

10月23日（日）15：3０ 大人 137481
１８歳以下 137499

10月24日（月）15：3０ 大人 137502

©松竹©松竹

出演 ： 
『えくぼ』
渋谷天外　藤山扇治郎　曽我廼家八十吉
曽我廼家玉太呂　井上惠美子　髙田次郎　他
『はなのお六』
藤山直美　中村亀鶴　澤村宗之助
いま寛大　大津嶺子　市村萬次郎　他

■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8月5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：88月2222日（月）～88月2727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

  

ははななままるるププレレスス
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！

2022年

8月5回

【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。

南座　10月『藤山寛美三十三回忌追善　喜劇特別公演』

次回は
9月1回です。
お楽しみに！！

＊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

表紙・・・チケット   
中面・・・ チケット     

・家族の健康&暮らしを
 充実させる本
・楽しみながら子供が
 自然に学べる本

ならコープ特別企画
家庭画報セレクション



  

アンディ・ウォーホル・キョウト
ANDY WARHOL KYOTO

▲

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
土日祝 2,200円1,900円 149349
平日 2,000円1,700円 149331

大学・高校生1,400円1,100円 149357
中学・小学生   800円   500円 149365

障がい者手帳等をお持ちの方
（要証明）と同伴される介護者
1名は無料
未就学児は無料（要保護者同伴）
会場内混雑の際は、今後、日時
予約をお願いする場合や入場まで
お待ちいただく場合がございます
PG前売価格 ： 
一般土日祝／2,000円　
一般平日／1,800円　
大学・高校生／1,200円　
中学・小学生／600円

事務手数料1枚につき45円加算

京都市京セラ美術館　
新館 東山キューブ
（地下鉄東山駅徒歩約8分）

会場

９月１７日（土）
   ～２０２３年２月１２日（日）
10:00～18:00
（入場は閉館の３０分前まで）
※休館日 ： 月曜日
              （ただし祝日の場合は開館）、
              12/28～2023/1/2

会期

会場

フジコ・ヘミングが姫路で
ソロ・コンサートを開催 ！
魂のラ・カンパネラ他、リストや
ショパンの名曲をたっぷりとお楽しみください。

公演日時 注文番号
11月9日（水）15：0０ 136255

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 12,000円

未就学児入場不可　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

アクリエひめじ 大ホール
（ＪＲ姫路駅から屋根付通路進ホール迄）

フジコ・ヘミング　
ピアノ ソロ・コンサート

限定
あり

発送   
10/19

請求
10/24～
10/28

発送   
8/31

請求
9/5～
9/9

梅田スカイビル 中国料理  燦宮　
秋の味覚を愉しむ魅惑のランチコース ～錦秋KINSHU～

発送   
9/7

請求
9/12～
9/16

ホテルニューオータニ大阪
秋の絶景・絶品ランチ
ホテルニューオータニ大阪直営のレストランから選べる贅沢ランチとデザートは
最上階のスカイラウンジにてスイーツなど優雅なアフタヌーンティータイムをお楽しみいただけます。

【最上階１８階【最上階１８階
   スカイラウンジ   スカイラウンジ
 「フォーシーズンズ」】 「フォーシーズンズ」】
～スイーツ＆ティーセット～～スイーツ＆ティーセット～
絶景スイーツ＋コーヒー又は紅茶のセット絶景スイーツ＋コーヒー又は紅茶のセット

プラスプラス

▲

ホテルニューオータニ大阪 各店舗

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。
ご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。
お申し込み時に生協チケットご利用の旨お伝えください。

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様8,228円 4,700円 148199

ホテルニューオータニ大阪
（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
～１１月３０日（水）

有効
期間

税金・サービス料込み

デザートは予約状況によりお食事会場になる場合もございます。ご了承ください。※食材の入荷状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます。

or or

3階 中国料理大観苑 06-6949-3215 1階 オールデイダイニング ＳＡＴＳＵＫＩ
06-6949-3234

B1階 麺処NAKAJIMA 06-6949-3254

10・11月 
マリネサーモンとカリフラワーのクスクス仕立て 香味野菜を添えて
チキンモモ肉のソテー　サクサクガーリックオイル　ライス又はパン

前菜盛り合わせ　冬瓜とふかひれのスープ
海老のマヨネーズソース炒め　北京ダック

点心2種　ルーロー飯

除外日 ： 特別催事日・サツキ（9月）、麺処NAKAJIMA（月曜定休）
利用時間 ： 11：00～14：00（最終入店）
　大観苑は11：30～14：30（最終入店）

写真はすべてイメージです。写真はすべてイメージです。

10月1日
    ～11月30日

平日限定

月曜定休

先付け／秋茄子瑠璃煮と炙り蕎麦味噌　刺身／紅葉鯛と千草野菜　
胡麻醤油添え　焼八寸／鮭のじゃが芋チーズ焼き　蒸し鶏葱油　
野沢菜手毬寿司　里芋巾着　公孫樹丸十　銀杏松葉　
菊菜と木野子の白和え　煮物／蓮根万頭蟹餡かけ
食事／手打ちそば（冷製 または 温製）または温製うどん

発送   
9/7

請求
9/12～
9/16

ホテルニューオータニ大阪
スーパースイーツビュッフェ2022 ～いもくりなんきん～　

▲

ホテルニューオータニ大阪 06-6949-3276（サツキラウンジ直通）
写真はイメージです。写真はイメージです。

土日祝をご利用の場合は別途追加料金500円を当日サツキラウンジで
お支払ください。小学生・幼児の追加料金は発生いたしません。　
小学生3,000円・幼児（4歳以上）2,000円・（３歳以下は無料）でご利用
できます。料金は直接店舗へお支払ください。ご予約の際に人数をお申し
付けください。大変人気のある企画です。出来る限りお早くご予約を申込み
ください。ただし日にち、時間によりましてはご予約が取り難い場合がござい
ますので、ご了承ください。食材の入荷状況でメニューの一部が変更する
場合もございます。

ホテルニューオータニ大阪 
１階 ティー＆カクテル「サツキラウンジ」
（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

９月１日（木）～１１月３０日（水）
（土日祝は追加料金必要）
時間 ： ①11：30～13：00②12：00～13：30③12：30～14：00
         ④13：00～14：30⑤13：30～15：00⑥14：00～15：30
     　 （各９０分制）

有効
期間

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
平日大人 6,000円 5,500円 148083 

スーパーモンブランや、シャインマスカットタルトなどが人気の秋のスイーツビュッフェにスーパーモンブランや、シャインマスカットタルトなどが人気の秋のスイーツビュッフェに
　　　　芋、かぼちゃスイーツが仲間入り。食欲の秋を満喫いただける至福の時間をご堪能いただけます。

税金・サービス料込み

９月１日（木）～１１月３０日（水）
　　　　芋、かぼちゃスイーツが仲間入り。食欲の秋を満喫いただける至福の時間をご堪能いただけます。　　　　芋、かぼちゃスイーツが仲間入り。食欲の秋を満喫いただける至福の時間をご堪能いただけます。

発送   
9/7

請求
9/12～
9/16

「第18回ショパン国際ピアノ・コンクール」
第3位入賞した話題のピアニスト、
マルティン・ガルシア・ガルシアが
ソロ・リサイタルを開催 ！ 豊かな表情、信じられないほどの技術。
世界で話題をさらったヴィルトォーゾが魅せるショパン・プログラム ！

全国ツアー開催決定 ！ ！
＜キーボード ： バンマス＞ 奥野真哉
＜キーボード＞ 真藤敬利　＜ドラム ＞ 松永俊弥
＜サックス＞竹野昌邦　＜ギター＞ 藤井謙二
＜ベース＞ 安達貴史

公演日時 注文番号
11月4日（金）19：0０ 136280

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 5,000円 4,800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

会場 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）

マルティン・ガルシア・ガルシア
ピアノリサイタル

限定
あり

発送   
10/12

請求
10/17～
10/21

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

『FORMULA』
森山未來×中野信子×エラ・ホチルド

人間が人間であるための条件は何なのか。
有機物質としての肉体や脳は人間が「生きる」
ための必須条件なのか。エラ・ホチルドの型に
とらわれないダンス、中野信子の圧倒的科学知識、
森山未來のとめどない探求心が生み出す
新感覚ダンスプレゼンテーション。
構成・演出・振付 ： エラ・ホチルド、中野信子、森山未來
出演 ： 森山未來　エラ・ホチルド／
　　　川合ロン　笹本龍史　東海林靖志　湯浅永麻／
　　　中野信子XR（Cross Reality）　ほか

限定
あり

発送   
10/12

請求
10/17～
10/21

未就学児入場不可
ＳＳ・Ａ・Ｕ-２５席もありますが、Ｓ席のみのご案内

公演日時 注文番号
11月3日（木・祝）18：0０136263
11月5日（土）18：0０136271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[休日料金] 7,800円6,900円

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）

会場

【絹谷幸二天空美術館 ： 毎週火曜日（祝日
の場合は翌平日）は天空美術館休館の
ため、絹谷幸二天空美術館入場券付プラン
はご利用いただけません。】

▲

中国料理 燦宮 06-6440-3889（10:30～20：00）　ご予約はご利用日から２ヶ月前より承ります

ご利用は２名様より承ります。お座席のご指定はお承りできかねます。前日２０時迄に必ずご予約の上、ご来店下さい。
※大人1名様追加料金6,050円（税・サ込）コース料理のみ　※大人、お子様は料金同額

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 6,050円 3,650円 148920

お一人様（空中庭園展望台入場券
＋絹谷幸二天空美術館入場券付） 8,550円 5,150円 148938
お一人様（選べるお土産付） 6,900～7,350円 4,500円 148954

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

季節の前菜盛り合わせ
ふかひれスープ  ～百合根のポタージュ仕立て～
秋鮭のカダイフ巻き ～マロンとチリの紅葉ソース～

紅茶豚の低温ロースト１５０分６３℃ 
～プラムと黒酢ソース～
茄子ときのこの麻婆グラタン

松茸と銀杏の秋味覚天津飯／秋の果実のパンナコッタ
※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。

【メニュー】

広東料理の伝統を受け継ぎ守りつつも、独自の解釈を加えたオリジナルを。ここでしか味わえない魅惑
のランチコースを、梅田スカイビル３９階の景色とともに。人気施設の入場券付きプランや、燦宮の味が
ご家庭でも気軽に味わえるオリジナル調味料烏黒-UKOKU-のお土産付きプランもオススメ！！

事務手数料1枚につき45円加算

有効
期間
９月１日（木）～１１月３０日（水）
除外日 ： 別途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 L.O）
※ご利用はランチタイムのみになります。【営業時間が変更になる場合がございます】

写真はすべてイメージです。写真はすべてイメージです。

選べるお土産
燦宮オリジナル調味料 烏黒-UKOKU-

公演日時 注文番号
10月14日（金）18：45 136298

事務手数料1枚につき180円加算

券種 前売価格 ならコープ価格
指定席 9,300円 9,300円

※お一人様４枚まで
３歳以下入場不可、未就学児童は保護者１名に対して１名まで
膝上での鑑賞可能。本公演は政府及び自治体のガイドラインに
基づき、安全対策を講じて開催いたします。
※来場者登録情報（お名前とご連絡先等）のご記入をお願いして
おります。混雑緩和のためご来場前のご記入をお願い致します。▲

GREENS  06-6882-1224（平日 月・金 12:00～18:00） https://www.greens-corp.co.jp/

会場 京都劇場（JR京都駅ビル内）

会場 京都劇場
（JR京都駅ビル内）

渡辺美里 プレミアムツアー 
Good Time '22～'23

限定
あり

発送   
10/5

請求
10/10～
10/14

※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間近になります。受け取りにご注意ください ！

『きっとこれもリハーサル』「盗まれた雷撃 
  パーシー・ジャクソン ミュージカル」

▲
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

公演日時 注文番号

10月22日
（土）

★13：００ 136301
　17：3０ 136310

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 8,900円 7,500円

未就学児入場不可　お一人様４枚まで
ＳＳ・Ｓ（非売品グッズ付き）席、ＳＳ席の
お取り扱いはございません。
★・・・終演後、アフタートーク開催 ！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

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

「喪主の練習がしたいの。」という母の突拍子もない
発言から、急遽お葬式の練習をすることになった
家族が紡ぐハートフルお葬式コメディ。歳を重ねるごと
に確実に少なくなっていく、愛する人たちと過ごす
残り時間。その時間の大切さを、そんな大事な人たちと。

大人気ファンタジー小説「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」
原作の冒険コメディミュージカル ！

潤色・演出 ： 土田英生
脚本 ： 赤松 新
出演 ：  石野真子、鈴木 福、川島海荷、
          しゅはまはるみ、羽場裕一

原作 ： Rick Riordan　楽曲 ： Rob Rokicki
脚本 ： Joe Tracz　翻訳・訳詞・演出 ： 荻田浩一
出演 ： 岡本圭人、小南満佑子、水田航生、木内健人、菜々香、
         小野妃香里、村井成仁、Ema、横山賀三、小原和彦、
         宮原浩暢(LE VELVETS)、壮 一帆

限定
あり

発送   
10/12

請求
10/17～
10/21

激動の時代を躍動した新選組の姿は、今でも人々を魅了し、アニメ、ドラマ、映画などを通じて、常に身近な存在として
親しまれています。本展では、新選組隊士直筆の書簡や、土方歳三の愛刀などを通して、最新の研究知見も加味した
史実としての新選組の実像に迫ります。

新選組展2022 ー史料から辿る足跡ー

▲

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 1,500円 1,300円 149837
大高生 1,000円    800円 149845
中小生   500円   300円 149853未就学児は無料（ただし、保護者同伴）　学生料金で入場の際には学生証を

ご提示ください　　障がい者手帳などをご提示の方と付添1名までは無料
※2階総合展示室と3階フィルムシアターもご覧いただけます（ただし催事により有料の場合があります）
公式サイト ： https://shinsengumiten2022.jp/　
PG前売価格 ： 一般／1,300円　大高生／800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」下車、５番出口から三条通を東へ徒歩約３分
  ・阪急「烏丸駅」下車、16番出口から高倉通を北へ徒歩約７分
 ・京阪「三条駅」下車、６番出口から三条通を西へ徒歩約15分
 ・市バス「堺町御池」下車、徒歩約２分）

会場

１０月１日（土）～１１月２７日（日）　休館日 ： 毎週月曜日（ただし、10/10は開館、10/11休館)　
時間 ： 10：00～18：00（金曜日は10：00～19：30まで）　※入場は閉室の30分前まで

会期

発送   
8/31

請求
9/5～
9/9

© 中嶌英雄© 中嶌英雄

傑出した漫画作品を多く世に送り出した楳図かずお。
その作品には漫画という既存の分野だけでは語りきることが
できない先見的な世界観、幻視的なビジョンが至るところに
発揮されています。本展は27年ぶりとなる新作を公開すると
ともに、「楳図かずおの世界」を気鋭のアーティストらによる
インスタレーションで読み解こうとする今までにない展覧会です。

楳図かずお大美術展
KAZUO UMEZZ THE GERAT ART EXHIBITION

▲

あべのハルカス美術館 06-4399-9050

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,700円1,500円 149896
大高生1,300円1,100円 149900
中小生   500円   300円 149918

障がい者手帳をお持ちの方は、当日券に限り、ご本人と付き添いの方１名まで当日料金の半額。
PG前売価格 ： 一般／1,500円　大高生／1,100円　中小生／300円

事務手数料1枚につき45円加算

あべのハルカス美術館
（近鉄大阪阿部野橋駅、
 JR・大阪メトロ天王寺駅下車、あべのハルカス16階）

会場

９月１７日（土）～１１月２０日（日）
火～金  10：00～20：00、月土日祝10：00～18：00
※入館は閉館の３０分前まで
※休館日 ： 9/26

会期

発送   
8/31

請求
9/5～
9/9

限定
あり

発送   
9/28

請求
10/3～
10/7

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 10,000円 10,000円

公演日時 注文番号
10月 9日  （日） 15：0０ 136484

10月10日（月・祝）12：0０ 136492
16：3０ 136506

PG前売価格 ： 一般／1,400円　高校・大学生／900円　小・中学生／400円

現代のレオナルド・ダ・ヴィンチと
称されるオランダのアーティスト、
テオ・ヤンセンの展覧会が
大阪に初上陸 ！ 
風を食べて動く巨大な人工生命体
ストランドビーストや最新作が登場 ！ 
この機会をお見逃しなく ！

テオ・ヤンセン展

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,600円 1,300円 149063

高校・大学生1,100円    800円 149071
小・中学生   600円   300円 149080

事務手数料1枚につき45円加算

大阪南港ATC 
Gallery（ITM棟2Ｆ）
（ニュートラム トレードセンター前駅すぐ）

会場

開催中～９月２５日(日) 
10：00～18：00（最終入場17：30）
※会期中無休

会期

▲

ハローダイヤル 050-5542-8600

《アニマリス・プラウデンス・ヴェーラ》2013年 © Theo Jansen《アニマリス・プラウデンス・ヴェーラ》2013年 © Theo Jansen

刀　銘 和泉守兼定　土方歳三佩用　慶応３年（１８６７年）２月　土方歳三資料館蔵　〈展示期間 ： 10月1日～11月23日〉刀　銘 和泉守兼定　土方歳三佩用　慶応３年（１８６７年）２月　土方歳三資料館蔵　〈展示期間 ： 10月1日～11月23日〉

未就学児入場無料
心身に障がいのある方の介助者は
1人まで無料(ご本人は有料。要証明)　
ペア券・親子券の取り扱いはありません

発送   
8/31

請求
9/5～
9/9

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！8月5回 はなまるプレスはなまるプレス新


