
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。

4歳以上チケット必要　特別席、一等～三等席のうち一等席（1・2階）のみご案内　
新型コロナウィルス感染症対策を踏まえた座席配置になるため、お席が離れる場合があります。

公演日時 注文番号

昼の部
12：００

A 3月 6日（土） 137260 
A 3月 7日（日） 137278 
A 3月10日（水） 137286 
A 3月13日（土） 137294 
B 3月18日（木） 137308 
B 3月19日（金） 137316 

公演日時 注文番号

夜の部
16：15

B 3月 6日（土） 137324 
B 3月 8日（月） 137332 
B 3月10日（水） 137341 
A 3月14日（日） 137359 
A 3月16日（火） 137367 
A 3月21日（日） 137375 

三月花形歌舞伎

▲

南座 075-561-1155

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   
2/24

請求
3/1～
3/5

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
一等席 11,000円 5,900円

はなまるプレスはなまるプレス新
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！

2021年

2月2回

■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2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

＊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）

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：22月11日（月）～22月66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

  

〒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
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）

【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席の配置でチケットを
　ご用意させていただく場合がございます。
※各種キャンペーン（Go To等）には対応しておりません。 次回は

2月3回です。
お楽しみに！！



  

2

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般   800円    700円 149896 

ミニ本付き
チケット 1,800円 1,600円 149900 

木梨憲武展
TIMING ‐瞬間の光り‐

▲

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 1,600円 1,400円 149497 
大高生 1,300円 1,100円 149501 
中小生 600円 　400円 149519 

未就学児入場無料(要保護者同伴)。
障害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
入場の際には学生証をご提示ください。

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

2月16日（火）～3月28日（日）
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

会期

PG前売価格 ： 一般／1,400円　大高生／1,100円　中小生／400円

2018年7月の大阪会場を皮切りに、
自身2度目となる全国美術館ツアーを開催中。
成功を収めたニューヨーク、ロンドンでの
個展で披露された大人気シリーズや絵画だけ
でなく、ドローイング、映像、オブジェなど
自由な発想による作品約200点を展示。
「木梨憲武」らしい、自由な発想と表現方法で
観る人を幸せにする展覧会です。

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,500円 1,225円 149233  
大高生1,100円 　855円 149241  
中小生　500円 　285円 149250  

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

1月30日（土）～3月28日（日）
休館日 ： 2月1日（月）
時間 ： 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）

会期

日本初公開を含む、
絵画と陶磁器126点の
華麗なる共演

ヨーロッパの宝石箱
リヒテンシュタイン侯爵家の至宝展

フェルディナント・ゲオルク・ヴァルトミュラーフェルディナント・ゲオルク・ヴァルトミュラー
《磁器の花瓶の花、燭台、銀器》　1839年《磁器の花瓶の花、燭台、銀器》　1839年
 © LIECHTENSTEIN.  © LIECHTENSTEIN. 
The Princely Collections, Vaduz‒ViennaThe Princely Collections, Vaduz‒Vienna

※未就学児無料　
障がい者手帳等をお持ちの方は
美術館チケットカウンターで
購入されたご本人と付き添いの方
1名様まで当日料金の半額
【新型コロナウイルスの影響により、
  内容に変更が生じる場合が
  あります。詳しくは公式HPでご確認ください。】
PG前売価格 ： 一般／1,300円　大高生／900円　中小生／300円▲

あべのハルカス美術館 06-4399-9050

事務手数料1枚につき45円加算

名作歌謡浪曲をはじめ、
演歌からポップスまで、
渾身のステージをお楽しみください ！

Yellow／新感線は、
新幹線の設備を
検査するための
事業用新幹線車両の愛称である
ドクターイエローにちなみ、“密にならない、
短い上演時間で、新感線らしい、
観客が元気になる作品”を届けるべく
立ち上げられた劇団☆新感線の新シリーズ。
今回上演される「月影花之丞大逆転」は、
1996年と2003年に上演された
「花の紅天狗」のスピンオフ作品で、
木野 花扮する月影花之丞ほか、
強烈なキャラクターたちが登場する。

いつもよりちょっと贅沢なお昼、過ごしませんか？
近現代の名曲からＣＭ音楽まで、ありとあらゆる20－21世紀の音楽を
二人の鬼才ピアニストの連弾でお楽しみいただきます。

フランス革命下の激動の恋と運命を描く、フランス革命下の激動の恋と運命を描く、
クンツェ＆リーヴァイによる大ヒット歴史ミュージカルが再演決定 ！クンツェ＆リーヴァイによる大ヒット歴史ミュージカルが再演決定 ！

三山ひろしコンサート 
みやまつり 2021

2021年劇団☆新感線41周年春興行
Yellow 新感線『月影花之丞大逆転』

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
未就学児入場不可
1～3階席、特別席のうち1、2階席をご案内

S席 ： 1階・2階席。収容率100%で販売します。
SD席 ： 1階・2階席後方エリア。収容率50%で販売します。
【各席1人2枚まで購入可】
AD席、ヤング チケットの案内はございません。

出演 ： 古田新太、阿部サダヲ／浜中文一、西野七瀬／
         河野まさと、村木よし子、山本カナコ、中谷さとみ、
         保坂エマ、村木 仁／木野 花　　

※ご観劇当日は必ずマスクをご着用のうえ、チケットと
　同封のご来場者情報記入用紙をご持参ください。
※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HP
　(https://www.shinkabukiza.co.jp/info/measures.html)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、悪しからずご了承下さい。

券種 当日価格 ならコープ価格

1階席 9,000円 7,500円
2階席 5,000円 4,000円

券種 当日価格 ならコープ価格

S席平日 14,000円 11,200円
S席土日 14,000円 12,600円

公演日時 券種 注文番号

昼
の
部

3月18日（木）1階 132128  
12：0０ 2階 132136  

3月19日（金）1階 132144  
12：0０ 2階 132152  

3月20日（土・祝）1階 132161  
12：0０ 2階 132179  

3月21日（日）1階 132187  
12：0０ 2階 132195  

夜
の
部

3月17日（水）1階 132268    
15：0０ 2階 132276    

3月18日（木）1階 132284   
16：0０ 2階 132292   

3月20日（土・祝）1階 132306   
16：0０ 2階 132314   

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

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

▲

新歌舞伎座 06-7730-2121

限定
あり

発送   
2/24

請求
3/1～
3/5

発送   
2/10

請求
2/15～
2/19

発送   
2/10

請求
2/15～
2/19

発送   
2/10

請求
2/15～
2/19

2020年3月、6月と惜しくも中止に。
待望の復活公演再起動 ！ ！

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。

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

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

▲

和心旬彩 06-6440-5999（10:30～20：00）　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　
春の味覚会席

事務手数料1枚につき45円加算

 ご利用は２名様より承ります。大人・お子様は料金同額。必ず前日迄にご予約の上、ご来店下さい。やむを得ない事情により、臨時休業や営業時間を短縮させていただく場合がございます。

[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為、
 絹谷幸二天空美術館入館券付きプランはご利用いただけません。]

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 5,907円 3,650円 148890  

お一人様（空中庭園展望台入場券付） 7,407円 4,650円 148903 
お一人様（絹谷幸二天空美術館入館券付）6,907円 4,150円 148911 

蛍烏賊のフライ 辛子酢味噌
牛タンと春葱のコンソメしゃぶしゃぶ

お造り／桜鯛のポワレと蛤の酒蒸し 香味ソース
水で食すお蕎麦と春キャベツと桜海老のかき揚げ、お重にて

奥丹波鶏と筍の西京焼き、スモーク仕立て
海鮮ちらし寿司／味噌汁／氷菓子

３月1日（月）～５月３１日（月）
除外日 ： メンテナンス休業有り（不定休）
利用時間 ： ランチ  11：30～15：00（14:00 L.O.）　
               ディナー17：00～22：00（21:00 L.O.）
※営業時間が変更になる場合がございます

有効
期間

【メニュー】

写真はイメージです。写真はイメージです。

季節の移ろいを感じさせる「中自然の森」に面した和食のお店より、旬の味覚を
ふんだんに取り入れた会席料理と、地上１７３ｍでの空中散歩をお愉しみ
いただける「空中庭園展望台入場券」や、２７階に位置する眺望抜群の
体験型ミュージアム「絹谷幸二天空美術館」がセットになった、景色とお食事を
存分にお愉しみいただけるプラン ！

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

写真はイメージです。写真はイメージです。

▲

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

※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。　
※当プランには、お子様料金の設定はございません。※やむを得ない事情により、臨時休業や営業時間を短縮させていただく場合がございます。

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

３月１日（月）～５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）
　　　　　ご利用はランチタイムのみになります。

有効
期間春のサラダ前菜

桜花と卵白のフカヒレスープ
蛤と春筍の炒め物
北京ダックと
菜の花の揚げ物
黒酢酢豚と

海老のマンゴーマヨネーズ
桜海老とアスパラの炒飯
苺のココナッツミルクと

蒸しカステラ

【メニュー】

中国料理 燦宮より、旬の味覚コース。広東料理をベースに燦宮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。一皿一皿に旬の味覚が薫ります。

梅田スカイビル 中国料理 燦宮
旬の味覚コース

事務手数料1枚につき45円加算[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為、
 絹谷幸二天空美術館入館券付きプランはご利用いただけません。]

ミュージカル
『マリー･アントワネット』

▲

梅田芸術劇場メインホール 06-6377-3800

限定
あり

発送   
2/17

請求
2/22～
2/26

出演 ： マリー・アントワネット（Wキャスト） ： 花總まり／笹本玲奈
        マルグリット・アルノー（Wキャスト） ： ソニン／昆 夏美
        フェルセン伯爵（Wキャスト） ： 田代万里生／甲斐翔真
        オルレアン公（Wキャスト） ： 上原理生／小野田龍之介　ほか

※詳しいキャスト等については梅田芸術劇場HPをご覧ください。

未就学児入場不可　Ｓ～Ｂ席のうちＳ席のみご案内
Ｕ-25・ファミリーチケットのお取扱いはございません。
・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。
・梅田芸術劇場HPの、「新型コロナウイルス感染
 拡大防止の取り組みとご来場のお客様へのご協力
 のお願い」を事前にご確認くださいませ。　

公演日時 注文番号
3月 3日（水）12：0０132705 
3月 4日（木）13：0０132713 
3月 6日（土）12：0０132721 
3月 9日（火）13：0０132730 

3月10日（水）12：0０132748 
17：0０132756 

ヒルトン大阪
ストロベリーティーパーティ ～ダンスwithバレリーナ～

事務手数料1枚につき45円加算

必ずご予約の上ご利用ください。
※お子様（4～11歳）ご利用の
　場合は予約時にお申し出
　頂き当日ご精算ください。
３歳以下無料　税金・サービス料込　

大人 ： 12歳以上

▲

ヒルトン大阪（代表） 06-6347-7111

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
平日大人 4,910円 4,500円 148865 
土日祝大人 5,283円 4,950円 148873 

ヒルトン大阪 
２階 Folk Kitchen（フォルク キッチン）
（ＪＲ大阪駅徒歩約２分、阪神大阪梅田駅徒歩約１分、大阪メトロ西梅田駅徒歩約１分）

会場

エレガントなバレリーナから
インスピレーションを受けた
約25種のイチゴを使った
デザートを存分にお楽しみください。
※お飲み物 ： 「ディルマ」紅茶セレクション・コーヒー・
                  ホットチョコレートなど約10種類ドリンク付き

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

お届け日～５月１６日（日） 
除外日 ： 4/29～5/5、特別催事日
利用時間 ： 【平日】15：00～16：30　
               【土日祝】①14：30～16：00
                           ②16：30～18：00

有効
期間

（3/24～4/4は２部制のお時間を予定しております）

発送   
2/17

請求
2/22～
2/26

発送   
2/17

請求
2/22～
2/26

発送   
2/17

請求
2/22～
2/26

シェラトン都ホテル大阪 
日本料理 うえまち ランチ

事務手数料1枚につき45円加算税金・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 5,082円4,000円 148318

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

お届け日
   ～４月３０日（金）
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。

▲

シェラトン都ホテル大阪 日本料理 うえまち ０６-６７７３-１２５３

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】

お料理内容は季節や月毎に替わります。必ずご予約のうえご利用ください。 

写真はイメージです。写真はイメージです。

発送   
2/17

請求
2/22～
2/26

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
　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。税金・サービス料込み 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  】5,687円 4,000円 148695
ディナー【百菜百味】8,349円 6,500円 148709

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

お届け日
～4月30日（金）

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。

▲

シェラトン都ホテル大阪 中国料理 四川 ０６-６７７３-１２７４

＜ランチ【豊楽】メニュー例＞
四種冷菜盛り合わせ

海の幸入り 干し海老ともずくと白玉キクラゲの玉子スープ
花切りイカと小海老のトマトソース炒め
牛フィレ肉の黒胡椒風味炒め

鶏腿肉のクリスピーチキン 甘酢醤油ソース／五目野菜の湯葉巻き焼
麻婆豆腐、御飯／デザート三種 ／珈琲・紅茶

＜ディナー【百菜百味】メニュー例＞
四種冷菜盛り合わせ／海の幸と蟹肉入り とうもろこしのスープ

松笠切りイカの彩り野菜炒め
牛フィレ肉のオイスターソース炒め
小海老の衣揚げ 金砂炒め
白身魚の衣揚げ 甘酢あんかけ

麻婆豆腐、ご飯／本日のデザート(一品)

写真はイメージです。写真はイメージです。

写真はイメージです。写真はイメージです。

発送   
2/17

請求
2/22～
2/26

ランチ   【  豊  楽  】11：30～14：30　
ディナー【百菜百味】17：00～21：00

会場

チェロ ： 横坂 源　ピアノ ： 萩原麻未
＜予定プログラム＞
J.S.バッハ ： プレリュード　
                ～無伴奏チェロ組曲　
                BWV1007 第１番より
フォーレ ： 夢のあとに
ファリャ ： 火祭りの踊り
シューマン ： アダージョとアレグロ op.70
ラフマニノフ ： ヴォカリーズ op.34-14
ラフマニノフ ： チェロ・ソナタ　ト短調 op.19
                                                ほか

公演日時 注文番号
3月27日（土）19：0０ 132772 

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 3,300円 3,000円

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

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）

再起動 elegy 未来に向けて
横坂 源　チェロ・リサイタル

限定
あり

発送   
2/24

請求
3/1～
3/5

ランチタイム・コンサートvol.12
「20世紀音楽」は面白い ！

▲

住友生命いずみホール 06-6944-1188

公演日時 注文番号
3月10日（水）11：3０ 132764 

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 2,000円 1,900円

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）

会場

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・SD席 14,800円 14,800円住友生命いずみホール

（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約5分）
会場

未就学児入場不可

＜曲目＞
ドビュッシー ： 牧神の午後への前奏曲
ラヴェル ： 美女と野獣（マ・メール・ロワより）
ストラヴィンスキー ： 春の祭典
マーラー（カゼッラ編）： 交響曲第7番「夜の歌」第4楽章
ケージ ： 4’33”
クルターグ ： 「遊び」より
カーゲル ： ヒポクラテスの誓い
中川俊郎 ： ひまわり（AC JAPAN骨髄バンクCM曲）

出演 ： 中川俊郎、
　      小坂圭太（ピアノ連弾／1台4手）
　      岡田暁生（企画・構成、お話）

限定
あり

発送   
2/17

請求
2/22～
2/26

公演日時 券種 注文番号

13
時

4月17日
（土）

S席 132781 
SD席 132799 

4月19日
（月）

S席 132802 
SD席 132811 

4月26日
（月）

S席 132829 
SD席 132837 

4月28日
（水）

S席 132845 
SD席 132853 

5月 1日
（土）

S席 132861 
SD席 132870 

5月 2日
（日）

S席 132888  
SD席 132896  

5月 3日
（月・祝）

S席 132900  
SD席 132918  

5月 4日
（火・祝）

S席 132926  
SD席 132934  

公演日時 券種 注文番号

18
時

4月23日
（金）

S席 132942  
SD席 132951  

4月30日
（金）

S席 132969  
SD席 132977  

5月 7日
（金）

S席 132985 
SD席 132993 

5月 8日
（土）

S席 133281 
SD席 133299 

限定
あり

発送   
3/24

請求
4/5～
4/9

小学生以下入場無料
ミニ本の引換は会期中に、
展示会場受付にて
行います。
感染症拡大防止の観点
から、入場者数の制限、
営業時間の変更及び
休業となる場合がございます。心斎橋パルコ営業時間をご確認ください。
PG前売価格 ： 一般／800円　ミニ本付きチケット／1,800円

数々の新しい詩の
運動をまきおこしてきた
現代詩人・最果タヒによる
言葉を体感するインスタレーション ！

心斎橋パルコ 14階 
パルコイベントホール
（大阪メトロ心斎橋駅下車、南改札より直結）

会場

３月５日（金）～２１日（日）
１０：００～２０：００（入場は１９：３０まで）

会期

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！2月2回 はなまるプレスはなまるプレス新


