
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。

※１階花道席を含みます。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。　
※規制緩和に伴い、連番席でのご用意を予定しておりますが、状況によって変更となる可能性も
　ございます。
※ご観劇当日は必ずマスクをご着用のうえ、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
　ご了承ください。

©大八木宏武(都恋堂）©大八木宏武(都恋堂）

©浅井佳代子©浅井佳代子

4歳以上はチケットが必要。　4歳以上はチケットが必要。　
一～三等席のうち、一等席(1・2階)のみのご案内。　一～三等席のうち、一等席(1・2階)のみのご案内。　
２枚以上は斜め前後席になる場合があります。２枚以上は斜め前後席になる場合があります。
新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた座席配置と新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた座席配置と
なります。なります。

未就学児入場不可
一・二等席のうち、一等席(1・2階)のみのご案内。
２枚以上は斜め前後席になる場合があります。

公演日時 注文番号

午前の部
11：００

4月20日（火）137090 
4月21日（水）137103 
4月22日（木）137111 
4月24日（土）137120 
4月25日（日）137138 
4月26日（月）137146 

午後の部
15：3０

4月16日（金）137154 
4月17日（土）137162 
4月18日（日）137171 
4月21日（水）137189 

＜予定プログラム＞
シューベルト ： 「アヴェマリア」（斉藤友子編曲）
ショパン ： 24の練習曲より「別れの曲」等（ゴドフスキー編曲）
バッハ ： 「シャコンヌ」（ブラームス、ウィトゲンシュタイン編曲版）
スクリャービン ： 「前奏曲と夜想曲」　ほか

＜あらすじ＞
時は寛永１９年（1642）、徳川三代将軍家光公の治世。
千里眼の異能を持つ千里丸は天海大僧正に使える忍者として、
ただ命じられるままに生きてきた。聖徳太子が遺した「太子未来記」を手に入れよと
命を受けた兄貴分の士郎左と共に動く中で、それが収められている四天王寺の
執行長 道啓や、銅商人の泉屋理兵衛、そして自分と同じく異能を持つ紅羽や
その兄の巽らと出会う。
未来記を巡って交錯する様々な思惑の中、大坂の町でそれぞれの持つ正義に触れ、
千里丸は自分自身の存在・生き方に疑問を抱き始める。
そんな千里丸が悩み、考え抜いた末、見出した己の進むべき道とは――

＜演目＞
「犬の目」　　　　　　　    桂 弥壱  
「金明竹」　　    　　　     桂 吉弥
「癪の合薬」    　　　　     桂 二乗
「ぎゅうぎゅうづめ」(吉弥作)　桂 吉弥

（中入）
「仔猫」　　　　　　　      桂 吉弥

＜出演＞

桂 吉弥

桂 二乗

桂 弥壱

なら100年会館 リニューアル記念コンサート
左手のピアニスト 智内威雄2021 PIANO CONCERT

未就学児入場不可
オンライン視聴チケット（2,000円）あり。
詳しくは、100年会館ホームページにて。

▲

なら100年会館 0742-34-0111

公演日時 券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
5
月
22
日

（土）
15：0０

指定一般 3,000円 2,500円 133353 

指定
中学生以下 2,000円 1,500円 133361 

事務手数料1枚につき180円加算

なら１００年会館 中ホール
（ＪＲ奈良駅西側より徒歩約5分）

会場

負けへんで ！ 熱血の還暦公演2　
桂 雀々独演会

▲

新歌舞伎座 06-7730-2121

公演日時 注文番号

3月27日
（土）

12：００ 133302 
16：3０ 133311 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 5,000円 4,500円

ゲスト ： 南 佳孝（シンガーソングライター）

未就学児入場不可　
特別席、Ｓ～Ｂ席のうちＳ席(1階・2階)のみご案内

限定
あり

発送   
3/10

請求
3/15～
3/19

錦織 健 テノールリサイタル Osaka Shion Wind Orchestra
住友生命いずみホール特別演奏会 MARCH ！ MARCH ！ MARCH ！

▲

大阪新音 06-6926-4888

▲

Ｓhionチケットセンター フリーコール 0800-919-5508（土・日・祝を除く10：00～17：30）

公演日時 注文番号
4月11日（日）14：0０ 133337 

公演日時 注文番号
3月26日（金）19：0０ 133329 

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
Ｓ席 5,200円 4,900円

券種 当日価格 ならコープ価格
Ｓ席 3,500円 3,150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

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　Ｓ・Ａ席のうちＳ席のみご案内 未就学児入場不可　Ｓ～Ｂ席のうちＳ席のみご案内。学生割引のお取扱いはございません。

※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等に変更がある場合があります。予めご了承ください。

ピアノ　河原忠之
〈プログラム〉
山田耕筰 ： この道
服部良一 ： 蘇州夜曲
寺島尚彦 ： さとうきび畑
古関裕而 ： 栄冠は君に輝く 
グノー ： 歌劇「ファウスト」より  “清らかな住まい"
クイーン ： 伝説のチャンピオン　　　ほか

＜予定プログラム＞
第1部 世界の名行進曲
古関裕而 ： オリンピック・マーチ
J.P.スーザ（F.フェネル 校訂） ： 雷神
L.V.ベートーヴェン（P.フランソワ 編曲） ： トルコ行進曲
J.F.ワーグナー（W.ヴェスナー 編曲） ： 双頭の鷲の旗の下に
J.F.ラウスキー（J.S.セレディ 編曲／F.フェネル 校訂） ： サンブル・エ・ミューズ連隊
J.シュトラウスⅡ（R.パーカー 編曲） ： ペルシャ行進曲
J.シベリウス（N.リチャードソン 編曲） ： 組曲「カレリア」から 行進曲風に
J.フチーク（M.L.レイク 編曲／F.フェネル 校訂） ： フローレンティナー行進曲
第2部 大作曲家の行進曲
R.ワーグナー（M.L.レイク 編曲） ： 歌劇「タンホイザー」から 大行進曲
P.ヒンデミット（K.ウィルソン 編曲） ： 「ウェーバーの主題による交響的変容」から 行進曲
R.ワーグナー（M.ヴォッタ 編曲／J.ボイド 校訂） ： 
　　　　　　　　　　　　　ウェーバー「オイリアンテ」の動機による葬送音楽
W.ウォルトン（W.J.デュソイト 編曲） ： クラウン・インペリアル

限定
あり

発送   
3/17

請求
3/22～
3/26

限定
あり

発送   
3/10

請求
3/15～
3/19

指揮 ： 齊藤 一郎
吹奏楽 ： Osaka Shion Wind Orchestra

※演目は当日変更になる場合がございます。

桂 吉弥 独演会

未就学児入場不可 ▲

奈良労音 0742-26-1415

公演日時 券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

5月16日（日）
13：3０

Ｓ席 3,400円 2,900円 133370 
A席 1,900円 1,500円 133388 

事務手数料1枚につき180円加算

橿原文化会館 大ホール（近鉄大和八木駅徒歩約３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

今日も元気一杯　笑いまひょ ！ ！

限定
あり

発送   
4/14

請求
4/19～
4/23

アンタッチャブル・ビューティー 
～浪花探偵狂騒曲～

未来記の番人

限定
あり

発送   
3/17

請求
3/22～
3/26

限定
あり

発送   
3/17

請求
3/22～
3/26

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

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

元宝塚歌劇団星組トップスター・紅ゆずるが
宝塚歌劇団退団後初主演コメディーミステリーに挑戦します ！

戸塚祥太が魅せる殺陣＆ダンスカンタービレ ！ 戸塚祥太が魅せる殺陣＆ダンスカンタービレ ！ 
聖徳太子が残した預言の書「未来記」を手にするのは誰だ ！ ？聖徳太子が残した預言の書「未来記」を手にするのは誰だ ！ ？
築山桂の人気小説を初舞台化した、この春、絶対見逃せない青春時代活劇エンターテインメント ！ ！築山桂の人気小説を初舞台化した、この春、絶対見逃せない青春時代活劇エンターテインメント ！ ！

出演 ： 紅ゆずる、出演 ： 紅ゆずる、
         三田村邦彦、         三田村邦彦、
         内場勝則、         内場勝則、
         松島庄汰、         松島庄汰、
         松永玲子、         松永玲子、
         末成映薫、         末成映薫、
         江口直彌　他         江口直彌　他

【出演】【出演】

戸塚祥太（A.B.C-Z）戸塚祥太（A.B.C-Z）

惣田紗莉渚（SKE48）惣田紗莉渚（SKE48）

松田悟志松田悟志

冨岡健翔 （ジャニーズJr.）冨岡健翔 （ジャニーズJr.）

松村沙瑛子松村沙瑛子

山本健翔山本健翔

大川良太郎大川良太郎

笠原 章笠原 章

勝野 洋勝野 洋

渋谷天外渋谷天外

▲

大阪松竹座 06-6214-2211

▲

大阪松竹座 06-6214-2211

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
一等席 12,000円 7,900円

券種 当日価格 ならコープ価格
一等席 10,000円 10,000円

限定
あり

発送   
4/14

請求
4/19～
4/23

公演日時 注文番号
4月 3日（土）11：0０ 137006 
4月 9日（金）15：3０ 137049 
4月10日（土）15：3０ 137065 
4月11日（日）11：0０ 137073 

舞台は大阪・ミナミのはずれにある小さなシャッター商店街。その片隅にある探偵事務所に「探偵になりたい ！ 」と謎の女性がやってきた。抜群のスタイルで
生粋の大阪人。ダンスや演劇経験があり、スタイリスト&メイクとしても活躍していたという彼女。いったい、なぜ探偵事務所にやってきたのか？

PG前売価格 ： 指定一般／2,500円　指定中学生以下／1,500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4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

＊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1515日（月）～22月2020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

3月1回です。
お楽しみに！！



  

2

※上映期間・劇場・当日料金は予定
ですので、新聞広告またはご覧になる
劇場にてご確認ください。
※当日窓口料金 ： 大学・高校生は
１,５００円（劇場によっては1,000円）、小中学生は1,000円、
シニア（６０歳以上）1,200円～になります。※入替制の劇場では事前に券を窓口で交換する必要があります。
※劇場により、各種サービスデイを実施しております。※前売りプレゼントはございません。ジュニア ： 2歳～
中学生（劇場によっては高校生まで）※お届けするチケットには、延期前の公開日が記載されていますが、
延期後の公開でもご使用いただけます。　 PG前売価格 ： 一般／1,400円　ジュニア／900円

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･パ高の原 0742-71-5211 木
コ･ス･パ八尾 072-995-2200 火
コ･ス･パ西大寺 0742-32-0700 金

梅田スカイビル 和心旬彩　
春の味覚会席

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。]

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、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

５月３１日（月）
（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。
◆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。

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

事務手数料1枚につき45円加算事務手数料1枚につき45円加算

守ってみせる。友だちも、この星も。
仲間がいれば、強くなれる―。
小さな友だちと、大きな宇宙を守るため
ドラえもんたちの新たな大冒険が始まる ！

みんなの勇気があつまればきっと空もとべるはず
空を飛ぶ船をつくるため、新しい仲間と一緒に
2021年、しまじろうたちが大冒険に出ます。

映画「映画ドラえもん 
      のび太の宇宙小戦争2021」

映画「映画しまじろう
      しまじろうと　そらとぶふね」

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,900円 1,400円 149918 
ジュニア1,000円 800円 149926 

※上映期間・劇場・当日料金は予定ですので、新聞広告またはご覧になる劇場にてご確認ください。※当日窓口料金 ： 大学・
高校生は１,５００円（劇場によっては1,000円）、小中学生は1,000円、シニア（６０歳以上）1,200円～になります。※入替制の
劇場では事前に券を窓口で交換する必要があります。※劇場により、各種サービスデイを実施しております。※前売りプレゼント
はございません。ジュニア ： ３歳～中学生（劇場によっては高校生まで）　 PG前売価格 ： 一般／1,400円　ジュニア／800円

３月５日（金）～　
上映期間中

有効
期間３月12日（金）～　

上映期間中
有効
期間

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2021© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2021

© Benesse Corporation1988-2021／しまじろう　© Benesse Corporation1988-2021／しまじろう　
©上海合源文化伝媒有限公司©上海合源文化伝媒有限公司

予 定
上映館

ＴＯＨＯシネマズ橿原、ユナイテッド・シネマ橿原、
シネマサンシャイン大和郡山、イオンシネマ西大和、
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　ほか　

予 定
上映館

ＴＯＨＯシネマズ橿原、
ＴＯＨＯシネマズなんば、　ほか　

写真はイメージです。写真はイメージです。

アクセサリー、バッグ、レザー、ガラス、ステーショナリー、木工、陶器、イラストなど、
様々なジャンルのクオリティ高いオリジナル作品を展示・販売します。クリエイター
本人と直接話をして作品を購入できる他、各店舗で新たな作品と出会うなど
宝探しのような楽しみ方もあります。ハンドメイドで会場がひとつになる
〝 大人の文化祭 〟のようなイベントです。また、「OSAKA アート＆てづくりバザール」
スタッフがおすすめするパン屋さんが、会場で出張販売を行う
「発掘 ！ ！ まちのパン屋さん」コーナーなども人気です。

日本全国から厳選された約500人のクリエイターが参加する日本全国から厳選された約500人のクリエイターが参加する
関西最大級のアート＆ハンドメイドイベント。関西最大級のアート＆ハンドメイドイベント。

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
通常入場券 800円 650円 149713 

時間指定（15時～17時）入場券 ――― 500円 149721 
事務手数料1枚につき45円加算

▲

テレビ大阪事業局 06-6947-1912

小学生以下無料 障害者割引なし　
PG前売価格 ： 通常入場券／700円　時間指定（15時～17時）入場券／500円

大阪南港 ＡＴＣホール
（ニュートラム トレードセンター前駅すぐ）

会場3月20日（土・祝）・21日（日）
時間 ： 10：00～17：00（最終入場16：30）

会期

ＯＳＡＫＡアート＆
てづくりバザールＶｏｌ．３6

★新型コロナウイルス感染拡大防止のため、時間指定の前売券を500円で
販売いたします。分散来場にご協力お願いいたします。★今後の感染状況に
よっては、開催中止や規模を縮小する可能性もございます。開催について、
また対応について状況が変化した場合は、速やかに公式サイト・Twitter・メール
マガジンにて告知いたします。ご購入前に必ず公式サイトをご確認ください。

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。

▲

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

世界の「びじゅつ」を歌とアニメで紹介する 
NHKの人気番組『びじゅチューン ! 』。
なんと、今までで最大規模となる展覧会を開催 ！ 
大型立体模型や映像を駆使して、作品を「みる」、
「きく」、「かぐ」、「たべる」といろんな感覚を
フル活用し、「びじゅつ」に出会って生まれる
“心ときめく”体験を楽しもう ！ 

びじゅチューン ! EXPO
～ときめき立体ミュージアム～

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
大人 1,500円1,200円 149861 
大学・高校 1,000円  800円 149870 
中学・小学 800円  500円 149888 

大人、大学・高校、中学・小学、
ペアチケット、親子チケット、
オリジナルグッズ付きチケット
のうち、大人、大学・高校、
中学・小学のみ案内
未就学児無料　
障がい者手帳をお持ちの方は、
ご本人と付き添い１名様まで、当日券に限り、当日料金の半額 事務手数料1枚につき45円加算

グランフロント大阪 北館ナレッジキャピタル Ｂ１Ｆ イベントラボ
（JR大阪駅徒歩約3分、大阪メトロ梅田駅徒歩約3分）

会場

３月１０日（水）～４月１１日（日）
10：00～20：00（入場は閉場の３０分前まで）
※最終日は18:00閉館　※会期中無休

会期

PG前売価格 ： 大人／1,200円　大学・高校／800円　中学・小学／500円

国産車から輸入車まで
憧れの「キャンピングカー」が
インテックス大阪に勢揃い ! !　
西日本最大級の
キャンピングカーショー開催 ！

大阪キャンピングカーショー
２０２１

▲

大阪キャンピングカーショー運営事務局 06-6947-1912

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
大人 1,000円 700円 149527 
小学生   600円 400円 149535 
未就学児入場無料　
大人 ： 中学生以上　PG前売価格 ： 大人／700円　小学生／400円

事務手数料1枚につき45円加算

インテックス大阪
（ニュートラム中ふ頭駅徒歩約５分）

会場３月１３日（土）・１４日（日）
10：00～17：00（入場は16：30まで）

会期

発送   
2/24

請求
3/1～
3/5

発送   
2/24

請求
3/1～
3/5

発送   
2/24

請求
3/1～
3/5

発送   
2/24

請求
3/1～
3/5

発送   
2/24

請求
3/1～
3/5

ホテルニューオータニ大阪
春の和・洋・中から選べる絶景・絶品ランチ
ホテルニューオータニ大阪直営の和・洋・中のレストラン（３店舗）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。 プラスプラス

【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～
絶景スイーツ絶景スイーツ
＋コーヒー又は紅茶のセット＋コーヒー又は紅茶のセット

▲

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。　コロナウイルス関連での営業状況はホテルHPをご確認ください。

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 8,228円  4,200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

３月１日（月）～５月３１日（月）　除外日 ： 特別催事日　
利用時間 ： 11：00～14：00（最終入店）、大観苑は11：30～14：30（最終入店）

有効
期間

税金・サービス料込み

スイーツ＆ティーセットは予約状況によりレストラン会場になる場合がございます。　季節によりメニュー内容を変更する場合がございます。

or or

【中国料理「大観苑」】
06-6949-3215

【オールデイダイニング「ＳＡＴＳＵＫＩ」
　★平日限定】06-6949-3234

真鯛のカルパッチョ 
粒マスタードドレッシング

仔牛のロース肉のポワレ 
シャスールソース
～マッシュルームと
エストラゴンの香り

ライス又はパン

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。

前菜盛り合せ
菜の花とふかひれの
とろみスープ
季節野菜と

海老のＸＯ醤炒め
北京ダック
点心二種
海鮮入り卵白
あんかけご飯 写真はイメージです。写真はイメージです。

【麺処 NAKAJIMA】
06-6949-3254

先附け ： 茶碗蒸し 桜仕立て 
           うすい豆餡かけ
お造り ： 旬魚と春野菜の和風マリネ
焼き物八寸 ： 鰆と蕗のとう味噌焼き　
蛸桜煮　長芋生麩　いんげん　
　白魚おかき揚げ　
　春野菜の木の芽和え　花弁百合根
揚物 ： 山菜ミニ天婦羅　
         花ちらしの稲荷とともに
麺 ： 江戸前手打ちそば

発送   
3/3

請求
3/8～
3/12

スイスホテル南海大阪
中国料理「エンプレスルーム」飲茶オーダーランチバイキング

発送   
3/3

請求
3/8～
3/12

発送   
3/3

請求
3/8～
3/12

発送   
3/3

請求
3/8～
3/12

スイスホテル南海大阪
「タボラ36」ランチブッフェ／スイーツブッフェ

発送   
3/3

請求
3/8～
3/12

▲

スイスホテル南海大阪  エンプレスルーム 06-6646-5129

落ち着いた雰囲気のレストラン内で、
優雅なインテリアに包まれながら、
一級点心師が作る77種類の
本場の点心とデザートを
テーブルオーダースタイルで
お好きなだけお召し上がり頂けます。
ご家族やご友人とご一緒に「エンプレスルーム」の
飲茶を心ゆくまでお楽しみください。

事務手数料1枚につき45円加算子ども ： ４歳～１２歳
４歳未満無料　必ずご予約の上、ご来店ください。　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

平日 大人 5,345円 4,810円 149276
子ども 2,673円 2,406円 149284

土日祝 大人 5,966円 5,370円 149292
子ども 2,983円 2,685円 149306

スイスホテル南海大阪 
１０階 中国料理「エンプレスルーム」
（南海なんば駅直結、大阪メトロなんば駅、近鉄・阪神大阪難波駅すぐ）

会場

３月１日（月）～５月３１日（月） 
時間 ： 11:30～15:00（90分制　ラストオーダー14:30）

有効
期間

写真はイメージです。写真はイメージです。

発送   
2/24

請求
3/1～
3/5

発送   
2/24

請求
3/1～
3/5

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 149942  
ジュニア1,000円 900円 149951  

時間 ： 【彩り膳／季節の松花堂弁当】
　　　11：30～15：00（ラストエントリー14：30）
　　　【会席 雅】
　　　11：30～15：00（ラストエントリー14：30）　17：30～20：30（ラストエントリー20：00）

スイスホテル南海大阪
日本料理「花暦」

▲

スイスホテル南海大阪 花暦 06-6646-5127 事務手数料1枚につき45円加算

スイスホテル南海大阪 
10階 日本料理「花暦」
（南海なんば駅直結、大阪メトロなんば駅、
 近鉄・阪神大阪難波駅すぐ）

３月１日（月）～５月３１日（月）
除外日 ： 3/14～28のランチタイムのみ

会場有効
期間

必ずご予約の上ご利用ください。税金・サービス料込み

彩
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膳（
ラ
ン
チ
）

彩
り
膳（
ラ
ン
チ
）

季
節
の
松
花
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当（
ラ
ン
チ
）

季
節
の
松
花
堂
弁
当（
ラ
ン
チ
）

会
席
会
席 

雅（
ラ
ン
チ
／
デ
ィ
ナ
ー
）

雅（
ラ
ン
チ
／
デ
ィ
ナ
ー
）

券種（お一人様）当日価格 ならコープ価格 注文番号
彩り膳 4,351円 3,480円 148458

季節の松花堂弁当 6,526円 5,221円 148466
会席 雅 9,944円 7,955円 148474

京都の路地を思わせる石畳の小路がお客様をお迎えする日本料理「花暦」では、美しい庭園を眺めながら和のお料理を
お楽しみいただけます。ご家族や記念日でのお食事に、またビジネスにとさまざまな用途にあわせてご利用くださいませ。
コープ様特典といたしまして、ビール、ワイン、日本酒、ソフトドリンク（ウーロン茶、ジンジャーエール、コーラ、オレンジジュース）
よりお選びいただく１ドリンクをサービスさせていただきます。

写真はイメージです。写真はイメージです。

発送   
3/3

請求
3/8～
3/12

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 

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。

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 ！

事務手数料1枚につき45円加算

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

３月１日（月）～５月３１日（月）
除外日 ： 4/29（木・祝）～5/5（水・祝）

有効
期間

【ランチ】           平日   11：30～15：00（ラストエントリー14：30）
【週末ブランチ】 土日祝  11：30～15：00（ラストエントリー14：30）
【スイーツブッフェ】土日　15：30～17：00（ラストエントリー16：30）

▲

スイスホテル南海大阪 タボラ36 06-6646-5125

事務手数料1枚につき45円加算
必ずご予約の上、ご来店ください。　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

ランチ
ブッフェ

平
日

大人 5,221円 4,300円 148580
子ども 2,610円 2,300円 148598

週末ブランチ
ブッフェ

土
日
祝

ワイン付大人 7,209円 5,500円 148601
大人 5,966円 5,000円 148610
子ども 2,983円 2,600円 148628

週末スイーツ
ブッフェ

土
日

大人 5,594円 4,500円 148636
子ども 2,797円 2,500円 148644

子ども ： ４歳～１２歳　４歳未満無料

写真はイメージです。写真はイメージです。

スイスホテル南海大阪 ３６階 「タボラ36」会場
（南海なんば駅直結、大阪メトロなんば駅、近鉄・阪神大阪難波駅すぐ）

大阪の街並みを一望できる、まさに「雲の上のダイニング」。
シェフ自慢の料理と息を呑んでしまうほどの絶景をお楽しみいただけます。
ランチブッフェはイタリアンを中心とした地中海料理をご用意しております。
土日祝日はフリーのスパークリングワイン、赤・白ワインなどのフリードリンクと
一緒に優雅なひとときをお楽しみください。（2時間制）
土日限定 ！ 15：30からはご好評のスイーツブッフェを ！ ！ 
月ごとのテーマに沿ったスペシャルスイーツをお楽しみください。

▲

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

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 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）

※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
[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。]
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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4回 はなまるプレスはなまるプレス新


