
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。

超絶のボヘミアン・ラプソディ 
QUEEN×ABBA

▲

ザ・シンフォニー チケットセンター 06-6453-2333

公演日時 注文番号

4月24日
（土）

14：0０ 132039 
19：0０ 132047 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 3,000円 2,700円

3歳以下入場不可

プロジェクションマッピング×パイプオルガン
幻の ! ? 超絶シリーズ最新作 ! ! 今年もパイプオルガンがスゴすぎる ! !

あの“伝説”の
コメディ・ミュージカルが、
いざ再び― オルガン ： 大木麻理

＜予定プログラム＞
I WAS BORN TO LOVE YOU （ボーン・トゥ・ラヴ・ユー）★QUEEN
WE WILL ROCK YOU（ウィ・ウィル・ロック・ユー）QUEEN
DON'T STOP ME NOW（ドント・ストップ・ミー・ナウ）QUEEN
BOHEMIAN RHAPSODY（ボヘミアン・ラプソディ）★QUEEN
MAMMA MIA（マンマ・ミーア）★ABBA
DANCING QUEEN（ダンシング・クイーン）★ABBA
VOULEZ VOUS（ヴーレ・ヴー）★ABBA
LAY ALL YOUR LOVE ON ME(レイ・オール・ユア・ラヴ・オン・ミー）ABBA
★プロジェクションマッピング付き
※休憩なし。約60分間のコンサートです。

限定
あり

発送   
3/17

請求
3/22～
3/26

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）

中村勘九郎　中村七之助
春暁特別公演2021

▲

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

4月2日
（金）

11：3０ 132349  
15：3０ 132357  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 8,800円 8,800円
未就学児入場不可　Ｓ～Ｂ席のうちＳ席のみご案内

＜予定演目＞

一、「鶴亀」

二、トークコーナー
　　勘九郎、七之助、
　　勘太郎、長三郎

三、「操り三番叟」

四、「俄獅子」

限定
あり

発送   
3/10

請求
3/15～
3/19

歌謡曲からポップス、
名作歌謡浪曲まで、
渾身のステージをお楽しみください ！

レーザーや照明、音響機器を駆使した
ライブならではの演出で迫力満点 ！

2歳以上有料、１歳以下は
保護者1名に付1名膝上観賞可
※お席が必要な場合は有料
※お子様のみのご入場不可　
※本公演のお客様による撮影・録音は一切禁止

出演 ： 伝説の仮面ライダーから仮面ライダーセイバー迄多数登場

歌おう、踊ろう、元気になろう。歌おう、踊ろう、元気になろう。
ＡＢＢＡのヒット曲で贈る、ＡＢＢＡのヒット曲で贈る、
世界が愛したミュージカル。世界が愛したミュージカル。
舞台と客席がひとつになる ！ とびきりの幸せをあなたに。舞台と客席がひとつになる ！ とびきりの幸せをあなたに。
笑って泣けるストーリー、喜びはじける音楽のパワー。笑って泣けるストーリー、喜びはじける音楽のパワー。
観る人の人生まで輝かせてしまう観る人の人生まで輝かせてしまう
ミュージカル『マンマ・ミーア ！ 』が京都に帰ってきます ！ミュージカル『マンマ・ミーア ！ 』が京都に帰ってきます ！
とびきり幸せなひとときを過ごしましょう。とびきり幸せなひとときを過ごしましょう。
期間限定公演、このチャンスをお見逃しなく ！期間限定公演、このチャンスをお見逃しなく ！

♪♪物語を感動的に綴るのは、ＡＢＢＡのヒットナンバー物語を感動的に綴るのは、ＡＢＢＡのヒットナンバー
♪♪生きていればいろいろあるけど、だからこそ愛おしい。生きていればいろいろあるけど、だからこそ愛おしい。
♪♪結婚式を控えた20歳のソフィと、母ドナが過ごした結婚式を控えた20歳のソフィと、母ドナが過ごした
　サプライズだらけの、愛にあふれた２日間。　サプライズだらけの、愛にあふれた２日間。

Ｓ～Ｃ席のうちＳ席のみご案内　上演時間 ： 約2時間40分（休憩含む）
※公演当日3歳以上有料（2歳以下入場不可、有料託児サービスあり)

劇団四季では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、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覧ください。

劇団四季 ミュージカル
『マンマ・ミーア ！ 』 京都公演

仮面ライダースーパーライブ２０２１

三山ひろしコンサート 
みやまつり 2021

▲

劇団四季 0570-008-110

▲

ジョーカンチケットセンタ 077-535-9001（12:00～17:00　土日祝除く）

公演日時 注文番号
3月26日（金）　13：3０ 138282 
4月 4日（日）　13：0０ 138291 
4月 7日（水）　13：3０ 138304 
4月24日（土）　13：0０ 138312 
5月 8日（土）　13：0０ 138321 
5月14日（金）　13：3０ 138339 

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 11,000円 11,000円

京都劇場（JR京都駅ビル内）会場

撮影 ： 重松美佐撮影 ： 重松美佐

限定
あり

発送   
3/3

請求
3/8～
3/12

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
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
※新型コロナウイルス感染症対策のため、座席は
　間隔を開け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

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

▲

新歌舞伎座 06-7730-2121

限定
あり

発送   
3/17

請求
3/22～
3/26

加古川市民会館 
大ホール
（JR加古川駅よりバスで
 「市役所前」下車すぐ）

会場

舞鶴市総合文化会館 
大ホール
（舞鶴赤れんが博物館
 斜め前すぐ）

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 3,600円

会場 公演日時 注文番号
加
古
川
4月18日
（日）

11：0０132063 
15：0０132071 

舞
鶴
5月30日
（日）

11：0０132080 
15：0０132098 

PG前売価格 ： １階席／9,000円　2階席／5,000円

PG前売価格 ： 3,600円

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。

発送   
2/3

請求
2/8～
2/12

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. The Princely Collections, Vaduz‒Vienna © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz‒Vienna

発送   
2/3

請求
2/8～
2/12

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

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

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   

世良公則のバンドVerライブが
決定 ！ ！

Vo ： 世良公則　
Gt ： 松本タカヒロ　
B ： 小島剛広　
Dr ： 國分建臣　
Key ： 神本宗幸（特別参加）

公演日時 注文番号
3月13日（土）17：0０ 132322 

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

ドリンク代別途必要 6歳未満入場不可 
保護者同伴のお子様（小中学生、何名でも可）チケット購入後、公演日当日
開場時に身分証明書提示にて3,000円キャッシュバック 終演後対応不可▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

会場なんばＨａｔｃｈ
（大阪メトロなんば駅26番-B出口すぐ）

世良公則×JET ROX
LIVE 2021

限定
あり

発送   
2/24

請求
3/1～
3/5

世界唯一、侯爵家（君主）の家名が国名となっているリヒテンシュタイン。世界唯一、侯爵家（君主）の家名が国名となっているリヒテンシュタイン。
本展は、侯爵家秘蔵のルーベンス、ヤン・ブリューゲル（父）、クラーナハ（父）を含む本展は、侯爵家秘蔵のルーベンス、ヤン・ブリューゲル（父）、クラーナハ（父）を含む
北方ルネサンス、バロック、ロココを中心とする油彩画とヨーロッパでも有数の貴族の趣向が北方ルネサンス、バロック、ロココを中心とする油彩画とヨーロッパでも有数の貴族の趣向が
色濃く反映された、ウィーン窯を中心とする優美な陶磁器など、合わせて126点を展示。色濃く反映された、ウィーン窯を中心とする優美な陶磁器など、合わせて126点を展示。
絵画と陶磁器の共演は、優雅さとくつろぎが調和する貴族の宮廷空間へと誘うことでしょう。絵画と陶磁器の共演は、優雅さとくつろぎが調和する貴族の宮廷空間へと誘うことでしょう。

未就学児無料　

ミュージカル『モンティ・パイソンのSPAMALOT』
featuring SPAM®

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

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 14,000円 14,000円

未就学児入場不可　S・A席のうちS席のみのご案内
チケットのお申し込み前に必ず公演に関するご案内を
ご確認いただき、ご了承の上お求めください。
公演に関するご案内　
https://www.spamalot.jp/guidance.html

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

公演日時 注文番号

2月18日（木）13：0０ 132365 
18：0０ 132373 

2月19日（金）13：0０ 132381 
2月22日（月）18：0０ 132390 

出演 ： 山田孝之／賀来賢人／
         小関裕太　三浦宏規／矢本悠馬／
         じろう（シソンヌ）　長谷川忍（シソンヌ）／新妻聖子 　ほか
脚本・詞 ： エリック・アイドル　音楽 ： ジョン・ドゥ・プレ＆エリック・アイドル
原作 ： 映画『Monty Python and the Holy Grail』より
上演台本・演出 ： 福田雄一

限定
あり

発送   
2/3

請求
2/8～
2/12

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）

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1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1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：11月2525日（月）～11月3030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2回です。
お楽しみに！！



  

2

※3歳以上有料
※車椅子・介助席をご利用のお客様は文化パルク城陽プラネタリウムまで
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。

バイオリンの伴奏とともに、宮沢賢治の世界が
プラネタリウムの中に広がります

映像と音楽とで
素敵な世界旅行を ！

春らしいメロディーと風景を
ピアノとクラリネットにのせて

プラネタリウムで
平山ナミの世界を ！

出演 ： 
馬場精子(朗読)、
高橋真珠(バイオリン)

＜予定演目＞
朗読
「注文の多い料理店」
「銀河鉄道の夜」
およびバイオリン独奏

出演 ： 鈴木孝紀(クラリネット)、
         宮川真由美(ピアノ)
＜予定曲目＞
子犬のワルツ、
ムーンライトセレナーデ、
ラプソディインブルー　ほか

出演 ： 橋本幸枝(ピアノ)、
         山口真希(クラリネット)

＜予定曲目＞
日本の歌～春メドレー、
『椿姫』より「乾杯の歌」　ほか

＜予定曲目＞
愛しき日々、サヨナラの続き、
この空に歌ったら　ほか

公演日時 注文番号
3月13日（土）18：0０ 132004 

公演日時 注文番号
3月4日（木）14：0０ 131997 

公演日時 注文番号
3月17日（水）14：0０ 132012 

公演日時 注文番号
3月20日（土・祝）18：3０ 132021 

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 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
均一指定 2,500円 2,000円

券種 当日価格 ならコープ価格
自由席 1,000円 1,000円

券種 当日価格 ならコープ価格
自由席 1,000円 1,000円

券種 当日価格 ならコープ価格
自由席 2,500円 2,000円

※3歳以上有料
※車椅子・介助席をご利用のお客様は文化パルク城陽プラネタリウムまで
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。

※3歳以上有料
※車椅子・介助席をご利用のお客様は文化パルク城陽プラネタリウムまで
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。

※3歳以上有料
※車椅子・介助席をご利用のお客様は文化パルク城陽プラネタリウムまで
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。▲

文化パルク城陽プラネタリウム 0774-55-7667

▲

文化パルク城陽プラネタリウム 0774-55-7667

▲

文化パルク城陽プラネタリウム 0774-55-7667

▲

文化パルク城陽プラネタリウム 0774-55-7667

会場 文化パルク城陽 コスモホール（西館４階）
（近鉄寺田駅東出口徒歩約１０分）

会場 文化パルク城陽 コスモホール（西館４階）
（近鉄寺田駅東出口徒歩約１０分）

会場 文化パルク城陽 コスモホール（西館４階）
（近鉄寺田駅東出口徒歩約１０分）

会場 文化パルク城陽 コスモホール（西館４階）
（近鉄寺田駅東出口徒歩約１０分）

馬場精子の朗読と
バイオリン独奏

クラリネットとピアノで
世界一周の旅へ

Yukie ＆ Maki’s  Planetarium Concert
～幸枝と真希のプラネタリウムコンサート～

平山ナミ
プラネタリウムワンマンライブ

限定
あり

発送   
2/10

請求
2/15～
2/19

限定
あり

発送   
2/17

請求
2/22～
2/26

限定
あり

発送   
2/24

請求
3/1～
3/5

限定
あり

発送   
3/3

請求
3/8～
3/12

PG前売価格 ： 2,000円 PG前売価格 ： 2,000円

出演 ： 平山ナミ

帝国ホテル 大阪
鉄板焼「嘉門」グルメランチ

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 11,500円 7,900円 149195 

目の前で調理する鉄板焼の醍醐味を、
この機会にぜひご堪能ください。

▲

帝国ホテル 大阪 鉄板焼 嘉門 06-6881-4883

彩り前菜の盛り合せ／本日のスープ／真鱈とホタテの鉄板焼き
コンビネーションサラダ／和牛ステーキ（100ｇ）／焼き野菜

ご飯　味噌椀　香の物
デザート／コーヒーまたは紅茶

（3月以降はメニューが変わります）

【メニュー例】

食材の都合により内容が変更になる場合がございますので予めご了承ください。
食材によるアレルギーや食事制限・制約のあるお客様は予め係にお申し出ください。

事務手数料1枚につき45円加算

帝国ホテル 大阪 24階 鉄板焼「嘉門」会場
（ＪＲ桜ノ宮駅西出口より徒歩約５分、
 JR大阪駅西側高架下（桜橋口）よりシャトルバスで約15分）

お届け日～３月１４日（日）有効
期間 除外日 ： 特別催事期間　利用時間 ： 11：30～14：30

税・サービス料込み
必ずご予約の上ご利用ください
（土・日・祝日はご予約が集中し、取りにくい場合がございます。）　

帝国ホテル 大阪
フランス料理「レ セゾン」食のマリアージュ

▲

帝国ホテル 大阪 フランス料理 レ セゾン  06-6881-4882

ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」テイクアウトコーナー（１階）にて
ホテルメイドのパンやケーキを20％割引優待
※ご優待対象外の商品もございますのでご了承ください。
　他の優待・割引との併用はご遠慮ください。

【特典】
ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」テイクアウトコーナー（１階）にて
ホテルメイドのパンやケーキを20％割引優待
※ご優待対象外の商品もございますのでご了承ください。
　他の優待・割引との併用はご遠慮ください。

【特典】

事務手数料1枚につき45円加算お子様は１０歳よりご利用いただけます。
必ず事前にご予約ください。（土・日・祝日はご予約が集中し、取りにくい場合もございます）食材
の都合により内容を変更させていただく場合がございますので予めご了承ください。　食材に
よるアレルギーや食事制限・制約のあるお客様は、係にお申し付けください。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 11,500円 7,900円 149179 

帝国ホテル 大阪 23階 フランス料理「レ セゾン」
（ＪＲ桜ノ宮駅西出口より徒歩約５分、
 JR大阪駅西側高架下（桜橋口）よりシャトルバスで約15分）

会場

お届け日～３月１４日（日）
定休日 ： 月・火曜日（祝日・特別催事期間は振替休を頂戴します）
除外日 ： 特別催事期間　利用時間 ： 12：00～14：00

有効
期間

～食のマリアージュ～

旬の食材を取り入れ、メニューを新たにご用意した
シェフの特別コースです。

始まりの一皿
サーモンの柚子マリネ セロリのグレック 葉野菜のサラダ

野菜のポタージュ
鱈を菊菜の香りと共に

国産牛サーロインのグリル オニオンとハーブのソース
レセゾンのデザート／小菓子とコーヒー
（3月以降はメニューが変わります）

発送   
2/10

請求
2/15～
2/19

発送   
2/10

請求
2/15～
2/19

必ず事前にご予約の上ご利用ください。
（土・日・祝日はご予約が集中し、取りにくい場合がございます。）食材の都合により内容が
変更になる場合がございますので、予めご了承ください。食材によるアレルギーや
食事制限・制約のあるお客様は、予め係にお申し出ください。　税・サービス料込▲

帝国ホテル 大阪 中国料理 ジャスミンガーデン 06-6881-4884

帝国ホテル 大阪　
中国料理「ジャスミンガーデン」冬のふかひれランチ

冬の前菜の盛り合わせ／ふかひれ入り酸味辛味スープ
梅肉と大葉のスープ入り餃子

かぶら饅頭のふかひれソース温野菜添え
牛頬肉と野菜の香酢煮込み木の実パン添え／蛸飯笹の葉包み

杏仁豆腐ハニーふかひれソース
（3月以降はメニューが変わります）

＜～冬のふかひれランチ～＞

事務手数料1枚につき45円加算

帝国ホテル 大阪 
23階 中国料理「ジャスミンガーデン」
（ＪＲ桜ノ宮駅西出口より徒歩約５分、
 JR大阪駅西側高架下（桜橋口）よりシャトルバスで約15分）

会場

旬の食材を取り入れ、多くのお客様に
ご好評をいただいておりますシェフの特別ランチコースです。

お届け日～３月１４日（日）
除外日 ： 特別催事期間　利用時間 ： 11：30～14：30

有効
期間

ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」テイクアウトコーナー（１階）にて
ホテルメイドのパンやケーキを20％割引優待
※ご優待対象外の商品もございますのでご了承ください。
　他の優待・割引との併用はご遠慮ください。

【特典】

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様 8,800円 5,900円 149187 

発送   
2/10

請求
2/15～
2/19

梅田スカイビル満喫 ！ 
空中庭園展望台も巡るミニガイドツアー＆絹谷幸二 天空美術館 入館券＆米処さらさお食事付き プラン

▲

梅田スカイビルガイドツアー窓口 06-6440-3855（受付10：00～20：00）
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
大人 5,700円 4,500円 149004 

≪プランに含まれるもの≫
 梅田スカイビル ミニガイドツアー＆空中庭園展望台入場料
 絹谷幸二 天空美術館入館券／ 米処さらさ さらさ会席

梅田スカイビル
（ＪＲ「大阪駅」徒歩７分、各線「梅田駅」徒歩９分）

会場

お届け日～5月31日(月)
定休日 ： 火曜日（祝日の場合は翌平日）
            別途メンテナンス休業有り（不定休）

有効
期間

大阪・梅田にそびえる地上40階、地下2階、高さ173ｍの連結超高層建築“梅田スカイビル”は二棟連結の独自な形状から
世界的に有名な建築物として知られています。そんなスカイビルを半日（①午前11：30～／②午後16：00～）満喫する期間限定企画 ！ 

メニュー ： 季節のお造り盛り合わせ ・ 焼き物 ・ 煮物 ・ 揚げ物 ・ お食事 ・ 甘味

≪集合場所・開始時間など≫
●集合場所　梅田スカイビル39階 空中庭園展望台チケットカウンター
              　（タワーイースト39階）
●ツアー開始時間 ①【午前の部】11：30～ ②【午後の部】16：00～
●ご予約の10分前までに梅田スカイビル39階空中庭園展望台チケットカウンター集合
●定員　各日8名様 ※9名様以上は要相談　●ご利用は2名様より承ります

写真はイメージです。写真はイメージです。

全国各地から仕入れる厳選食材の美味しさを
存分に味わえる米処さらさでのお食事セットプラン
※カウンター席でのお食事となります。
A4・A5 ランクの黒毛和牛やサクサクの豚カツをはじめ、
季節のお造りや煮物・焼き物などをワンプレートに彩った
プレート会席。自慢の土鍋ご飯も付いた充実のプランです。
お酒のお供に少しずつ召し上がりたい方にも最適です。

ガイドツアー
（梅田スカイビル非公開スポット
　　+空中庭園展望台） ＜目安時間 ： 45分＞

時間 ①午前の部11：30～　②午後の部16：00～ 時間 ①午前の部12：20～　②午後の部16：50～

時間 ①午前の部13：10～　②午後の部17：40～　

※必ずご利用の2日前までにガイドツアー窓口にてご予約の上ご利用ください
※大人 ： 中学生以上

お食事場所 ： B1階 米処さらさ

息を呑むほどの眺望が楽しめる空中庭園展望台を
はじめ、普段は入る事が出来ないビル内の
非公開スポットを解説付きで巡るミニガイドツアー

世界初 ！ 絵の中に飛び込む大迫力の3D映像が
人気の絹谷幸二 天空美術館

絹谷幸二 天空美術館 
※美術館入り口までガイドツアー
　スタッフがご案内 ＜目安時間 ： 50分＞

米処さらさ　さらさ会席

新登場
発送   
2/10

請求
2/15～
2/19

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。

写真はイメージです。写真はイメージです。

ー幻となった人気公演 ！ ！ 
1年の時を経て
ついに実現ー

＜予定プログラム＞
前奏曲とフーガ イ短調 BWV543
おお人よ、汝の罪の大いなるを嘆け BWV622
「マルチェッロのアダージョ」(オーボエ協奏曲より第2楽章) BWV974-2
前奏曲とフーガ ハ長調 BWV531／トリオ ニ短調 BWV583
主よ、人の望みの喜びよ BWV147／パッサカリア ハ短調 BWV582

公演日時 注文番号
2月27日（土）19：0０ 132055 

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 2,200円 1,900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

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）

冨田一樹(バッハ国際コンクール優勝)
バッハ名曲決定版 2021

限定
あり

発送   
2/10

請求
2/15～
2/19

※休憩なし。
　約60分間のコンサートです。

オルガン ： 冨田一樹

シェラトン都ホテル大阪 中国料理 四川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。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。

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

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。

▲

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みぞれのスープ

小貝柱と花切り甲イカの蟹味噌風味炒め／牛フィレ肉のピリ辛炒め
有頭海老と炒り玉子のトマトソース煮／海老入り揚げ餃子の甘酢ソース

麻婆豆腐・御飯／デザート三種 ／コーヒー または紅茶

＜ディナー【百菜百味】メニュー例＞
四種冷菜盛り合わせ／海の幸入り 蟹肉と茸のスープ

小海老と花切り甲イカの彩り野菜炒め
牛フィレ肉のブラックビーンズ炒め／小海老の衣揚げ ピリ辛炒め
三種点心盛り合わせ／カレー風味の五目炒飯／本日のデザート

税金・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。 写真はイメージです。写真はイメージです。

発送   
2/10

請求
2/15～
2/19

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～

発送   
2/10

請求
2/15～
2/19

発送   
2/10

請求
2/15～
2/19

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。

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

※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】①14：30～16：00②16：30～18：00

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）

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

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1回 はなまるプレスはなまるプレス新


