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窓口販売チケットは、直接ジョイフル中勢の
窓口でお買い求めください。

下記各チケットの購入は、会員お１人につき販売期間内１回限り

枚数内の追加購入はできません。

注
意

チケットは、購入後のキャ
ンセル、座席の指定、ま
た紛失等の再発行、払い
戻しは一切できません。
（ジョイフル中勢窓口販
売全チケット含む）受取・

支払方法

売切れ
次第終了

お1人
●枚まで
1回限り

1回限りとは、会員が販売期間内で購入できる回数です。
（例：10枚まで購入可能でも1枚購入すると1回の購入になります。）窓口販売

申込販売
申込方法
申込資格

締切日までにFAX・郵送・ホームページ、または窓口でお申込みください。FAXは 6 ページの申込用紙でお願い
します。（コンビニからのFAX可）※FAX後、必ず着信確認の連絡をお願いします。

当　　落 申込締切後、約1週間以内（土日含まず）にハガキにてお知らせします。
「ハガキ連絡なし」と記載の場合は申込者全員にご用意させていただきます。

お申込み

6ページ
FAX等

注
意

チケットは、締切後のキャンセル、座席の指定、
また紛失等の再発行、払い戻しは一切できませ
ん。（ジョイフル中勢窓口販売全チケット含む）指定受取期間内にジョイフル中勢窓口までお越しください。

ジョイフル中勢窓口で引換時に現金支払い【代引き指定は別】

会員

受　　取
支　　払

お1人2枚まで枚　　数
会員料金
申込締切

2021年10月7日（木） 開演 13:3０

2021年8月31日（火）まで

8月9日（月・祝）

四日市市文化会館 第1ホール
20枚
全席指定

S席

3,000円（一般価格3,80０円）

第17回文治まつり
お1人2枚まで

余暇チケット
助成対象

余暇チケット
助成対象

古典落語の名手にして、い
ま、最もチケットが取れな
い落語家と言われる、立
川談春が鈴鹿へ。
豊かな表現力と独特の話
芸で魅せる談春をご堪能
ください。

人生は山ありオチあり笑い
あり!?
大好評にお応えして、感涙
必須の名作が再び笑いと
涙をお届け!

【出演】
沢田研二 菅田将暉
永野芽郁 野田洋次郎／
北川景子 寺島しのぶ 
小林稔侍 宮本信子 他

【出演】桂 福団治、三遊亭 円楽（特別ゲスト）、林家 菊丸、桂 二乗
※ご来場に関しての注意事項が三重テレビホームページで随時ご案内しています。

今年は「Music Forever～永遠に続く“愛”」をテーマに
『リメンバー・ミー』をフューチャー！

枚　　数
会員料金
申込締切

2021年9月19日（日） 開演 14:00

2021年11月20日（土） 開演 ①12:00 ②17：00
11月21日（日） 開演 12:00

8月9日（月・祝）

イスのサンケイホール鈴鹿(鈴鹿市文化会館)
20枚
全席指定 3,400円（一般価格3,80０円）

1FA席 1枚12,800円（一般価格13,00０円）

第15回けやき寄席
立川談春独演会

※未就学児入場不可。

※未就学児のご入場はご遠慮下さい。

お1人2枚まで

余暇チケット
助成対象

枚　　数
会員料金
申込締切 8月9日（月・祝）

御園座 愛知県名古屋市中区栄1-6-14

各10枚

最大180日

夫婦漫才

※未就学児の入場不可

Presentation licensed by Disney Concerts. ©Disney

2021年10月8日（金） 開演 19:00
10月9日（土） 開演 14:00

8,200円（一般価格8,90０円）

お1人4枚まで

お1人4枚まで

余暇チケット
助成対象

枚　　数
会員料金
申込締切 8月9日（月・祝）

愛知県芸術劇場 大ホール
各10枚

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会2021

※未就学児のご入場はご同伴の場合でもお断りいたします。

T i c k e t

© 山岸伸

9月3日（金）・4日（土）・5日（日）・
10日（金）・11日（土）・12日（日）

近鉄感謝デー
秋の志摩スペイン村感謝デイ 鳥羽シーサイドホテル50周年特別企画

ワールドグルメランチバイキング
世界中の｢美味しい｣が鳥羽に集結！

お1人
合計5枚まで
1回限り

販売期間：
8/4（水）～
8/30（月）
売切れ次第終了

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
8/4（水）～
売切れ次第終了

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

枚　　数 20枚
会員料金 一般 1,100円（当日一般価格1,60０円）

時　　間
休 館 日

9月18日（土）～11月14日（日）
名古屋市美術館

9:30～17:00(金曜日は20:00 まで)

フランソワ･ポンポン展
～動物を愛した彫刻家～

ジョイフル中勢特別特典!
ドリンクバーを特別サービスプレゼント

毎週月曜日
但し9/20(月･祝)開館し、9/21(火)は休館

※入場は閉館の30分前まで

お1人
5枚まで
1回限り

販売期間：
8/4（水）～
売切れ次第終了

枚　　数 50枚

会員料金 大人 3,300円（一般価格3.50０円）

時　　間

9月5日（日）・12日（日）・19日（日）・
20日（月・祝）・23日（木・祝）・26日（日）
鳥羽シーサイドホテル

11：30～14：00
（オーダーストップ13：30）

予約受付 9：00～19：00
Tel 0599-25-8181

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、本展の会期や内容に変更が
生じる可能性があります。最新情報は名古屋市美術館公式サイトでご確認く
ださい。

お1人
合計4枚まで
1回限り

販売期間：
8/4（水）～
売切れ次第終了

枚　　数 各20枚

会員料金 一　般 800円（当日一般価格1,30０円）
小中生 200円（当日一般価格60０円）

時　　間

8月16日（月）～9月26日（日）

松坂屋美術館(松坂屋名古屋店南館7階)

10:00～19:30(最終日は18:00閉館)

マーベル･スタジオ/ヒーローたちの世界へ
会期は8/7(土)～9/26(日)まで。
8/7～8/15は日時指定券(取扱なし)のみ

※いずれも入場は閉館30分前まで [あらすじ]
ギャンブル漬けで借金まみれのゴウ（沢田研二）は妻の淑子（宮本信子）と娘
の歩にも見放されたダメ親父。そんな彼にも、たった一つだけ愛してやまない
ものがあった。それは「映画」̶ ̶̶。若き日のゴウ（菅田将暉）は助監督とし
て撮影に明け暮れる傍ら、食堂の娘・淑子（永野芽郁）に恋をし、映写技師・
テラシンとともに夢を語らい、青春の日々を駆け抜けていた。しかしゴウは初
監督作品「キネマの神様」の撮影初日に転落事故で大怪我をし、その作品は
幻となってしまう。半世紀後の2020年。あの日の「キネマの神様」の脚本が出
てきたことで、沈みかけていたゴウとその家族は再び動き始める̶。

© 2021 「キネマの神様」製作委員会

これは、“映画の神様”を信じ続けた男の人生とともに
紡がれる愛と友情、そして家族の物語。

※おつり出ます。

サーティワン アイスクリーム
500円ギフト券

お1人2セットまで

会員料金
申込締切
受取期間

8月15日（日）
1,700円（500円×4枚）
8月26日（木）～9月11日（土）

※一部店舗除く。

サーティワンの「500円ギフト券」は、全国のサー
ティワン アイスクリームの店舗で使用することが
できます。また、使用期限もございません。

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

※500円単位で利用できます。
おつりは出ません。

・入浴料が通常2,000円のところ500円(浴用タオル付)
未就学児は無料、小学生以下のお客様は
保護者同伴でご入場ください。

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
8/4（水）～
売切れ次第終了

枚　　数 200枚

会員料金

旅行期間

事前予約制

950円（通常窓口料金1,90０円）
8月6日（金）全国ロードショー
キネマの神様

●ナガシマジャンボ海水プール
●ラグーナテンボス
●風にふかれて
●SaRaRa
●三重県総合博物館
　　｢やっぱり石が好き｣
●ミケル･バルセロ展

※劇場により窓口料金は異なります。

中学生以下無料

すかいらーく優待券(1,000円券)

会員料金
有効期限
申込締切
受取期間

8月5日（木）

800円（一般価格1,00０円）

8月26日（木）～9月11日（土）

すかいらーく各店（ガスト､バーミヤン､ジョナサ
ン､しゃぶ葉、夢庵､ステーキガスト､グラッチェ
ガーデンズ、藍屋、魚屋路等 約 2,500店）の店舗
でご利用いただけるプリペイドカードです。1,000
円分ご利用いただける状態でお渡しします。

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

※購入後の利用日の変更や、払い戻しは一切できません。チケッ
トは指定日制です。それぞれの指定日ごとのご利用となります。
※事前申込限定ですので、当日チケットブースでのお買い求めは
できません。

※ご購入前に必ず、志摩スペイン村ホームページ
【新型コロナウイルス感染症予防および拡散防止
対策の実施について】をご確認ください。

枚　　数 各日15枚(感染拡大予防のため、枚数を制限しています)

一般料金
大　人 5,400円
中高生 4,400円
3歳～小学生 3,600円
65歳以上 3,600円

1,800円2,000円
※2歳以下のお子様はチケット1枚につき2名まで入場無料
※通常特別料金と会員特別料金との差額はジョイフル中勢の助成です

1日限定　パスポート料金
通常特別料金会員特別料金

継 続 販 売

新しく増えた民間体験サイト等の講座について、様々な体験や教室などがあります。
その中には講座受講の対象とならないものもございます。詳しくはジョイフル中勢へお問合せください。
また、会員本人のフルネームが記載されている領収書、受講講座の内容が記載されているものが必要となります。

全福センターは中小企業の福利厚生の向上と雇用の安定を目指している全国の中小企業
勤労者福祉サービスセンター・互助会・共済会をサポートするために様々な活動をしている団体で、
全国でお得にご利用いただける施設やサービスなどを提供しています。
ジョイフル中勢も全福センターに加盟しており、全福センターが提供しているサービスも受けることができます！！

※申請は年度1回限りです。（年度内、複数講座等合算可）

～講座受講助成金について～～講座受講助成金について～

全福センターの案内全福センターの案内

講座受講助成の対象が増えています！！ぜひご利用ください！！
講座受講3,000円以上で1,000円の助成です。

正式名称：（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター

まだまだ他にもお得がいっぱい！！詳しくは全福センター HP へ！！

https://www.zenpuku.or.jp

7月8日から地域観光事業支援三重県版｢もっと観光みえver.2｣が始まってます！！
そこで、全旅みえからお得なプランのご紹介!!ぜひこの機会にご利用ください！

これが
全福センターの
マークです

・津市勤労者青少年講座
・津市公民館講座
・津市スポーツ協会NEW！
・中日文化センター講座NEW！
・生涯学習ユーキャン
・資格の大原

・LEC
・NHK 学園生涯学習
・産業能率大学通信講座
・民間会社･体験予約サイト
　｢アソビュー・SOTOASOBI｣の
　各種講座NEW！！　　　　etc.

例えば…

〈癒･食･体験〉をテーマに全 68 店舗が三重県多気町に集結！
宿泊施設はホテルヴィソン 7 月 20 日に OPEN ！三重県の海の幸、山の幸が集まったマルシェや薬草を
使った温浴施設、木のワークショップ、森のアクティビティ等、五感を満たすスポットが順次オープンします。

三重県民限定

※｢A PLAN｣以外にもプランがございます。
　プランによって旅行代金が異なりますのでご注意ください。

▶お申込み・お問合せは
株式会社 全旅みえまでお問合せください！

☎059-222-9000

【旅行企画･実施】
株式会社 全旅みえ 三重県知事登録第2-320号

〈TEL〉 059-222-9000
〈H P〉 https://zenryo.mie.jp
津市神戸202 津スポーツセンター2F
〈総合旅行業務取扱管理者〉本田哲也
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エリア

TEL

対応時間

通常料金

該当メニュー

TEL

対応時間

通常料金

該当メニュー

TEL

対応時間

通常料金

該当メニュー

本草エリア

0598-67-4755

11:00～15:00
(ランチタイム)

￥3,500

ランチセット

0598-67-9060

10:00～18:00

￥1,000

ケーキセット
･季節のケーキ ･ドリンク

0598-67-4755

6:00～24:00
(7/19迄22時終了)

￥800

入浴料

笠庵 賛否両論
〈KASAAN SANPIRYORON〉

Confiture H
〈コンフィチュール アッシュ〉

本草湯
〈HONZO SPA〉

旅行代金
(食事＋ケーキセット

＋入浴料＋企画料￥700)

通常料金

〈みえ得トラベル
地域応援クーポン〉

￥6,000
補助金割引
￥2,500

2,000円分付き

お客様お支払実額

更にクーポン
￥3,500

エリア スウィーツヴィレッジ エリア 本草エリア

募集人数 合計100名　申込多数の場合抽選合計100名　申込多数の場合抽選

と　　き

申込締切

利用方法

申込方法

参 加 費

受付7：00～7：30【時間厳守】、スタート8：00～8：30（スタート時間から6時間）受付7：00～7：30【時間厳守】、スタート8：00～8：30（スタート時間から6時間）
【雨天決行/荒天中止】【雨天決行/荒天中止】

※すべて陸続き、足場の広さ３mのイケスでお子様も安心!! レンタル釣り竿（無料）あり※すべて陸続き、足場の広さ３mのイケスでお子様も安心!! レンタル釣り竿（無料）あり

※参加は、上記期間内いずれか１日限り。※参加は、上記期間内いずれか１日限り。

（紀北町紀伊長島区東長島）（紀北町紀伊長島区東長島）
参加資格 会員および家族会員および家族
と こ ろ 釣り堀センター 正徳丸釣り堀センター 正徳丸

9月1日（水）～12月19日（日）9月1日（水）～12月19日（日）

8月19日（木）8月19日（木）

7,0007,000円円男 性（中学生以上）男 性（中学生以上）

表紙下記参照表紙下記参照

（一般料金11,000円）（一般料金11,000円）
4,0004,000円円女 性（中学生以上）女 性（中学生以上） （一般料金6,000円）（一般料金6,000円）
2,0002,000円円子 供（小学生以下）子 供（小学生以下） （一般料金4,000円）（一般料金4,000円）

フィッシングin正徳丸 釣った魚は
　すべてお

持ち帰り！釣った魚は
　すべてお

持ち帰り！
お申込み

6ページFAX
HP等で

①申込締切日以後、ジョイフル中勢から会員へ正徳丸の補助券(お１人１枚)を郵送します。
②到着後、会員が直接、正徳丸(TEL 0597-47-5820)へ利用日をご予約ください。
③利用当日、受付で会員証を提示してください。9：00～10：00に各自釣場で参加費に
　補助券(記入必須)を添えてお支払いください。※貸切には利用できません。

①申込締切日以後、ジョイフル中勢から会員へ正徳丸の補助券(お１人１枚)を郵送します。
②到着後、会員が直接、正徳丸(TEL 0597-47-5820)へ利用日をご予約ください。
③利用当日、受付で会員証を提示してください。9：00～10：00に各自釣場で参加費に
　補助券(記入必須)を添えてお支払いください。※貸切には利用できません。

対象と
なる
講座

ログインID：tk
Password：zenpuku

詳しくは6月号や7月号をご覧ください！！
★契約の宿泊施設を利用すればお得に泊まれる！
   (かんぽの宿･プリンスホテル･ルートインホテルズ･ダイヤモンドソサエティ･
　四季倶楽部 etc.)
★各地の博物館や美術館、記念館や温泉、水族館や動物園などもお得に利用できる！
   (MOA 美術館･みちのく伊達政宗歴史館･万葉倶楽部･下田海中水族館 etc.)
★スキルアップのための勉強がお得にできる！
   ( ユーキャン･LEC･資格の大原･NHK 学園･がくぶん etc.)
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