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三重県内サービスセンター共同事業

《注意事項》
●利用期間が過ぎてしまったクーポンは使用不可
●本ニュース掲載の1枚以外は使用不可
●他人へクーポンの譲渡、譲受は不可
●利用できるのは対象店舗のみ
●他の割引との併用不可
●｢利用補助券＆クーポン｣にある和菓子クーポンとの併用不可

・玉　餅店 　　　　　・御菓子司 正和堂
・御菓子司 風月堂　　 ・御菓子司 岡田屋
・御菓子司 清観堂 　   ・伯藤久庵 久居店
・平治煎餅 本店　　　・伯藤久庵 一志店
・平治煎餅 江戸橋店　 ・伯藤久庵 白山店

対象店舗

下記クーポンは他のクーポンや割引全て併用できません！！（利用補助券＆クーポンにあるもの含む）

まつりまつり第2回第2回和菓子和菓子

清観堂1882年創業
御菓子司

岡田屋高田本山御用達　創業1868年
御 菓 子 司

伯藤久庵

①1,000 円以上お買い上げのみにご利用できます。
②下のクーポンを切り取って、会員番号、会員氏名等を記入し、現金でお支払いください。
③予約される場合は店舗へ電話連絡し、『ジョイフル中勢』のクーポン利用と申し出てください。
注意：会員お１人１枚１回限りです。クーポン利用で複数枚利用された場合は、後日請求させていただきます。

会員のみ

利用方法

利用資格 利用期間 ※写真は全店舗すべてイメージです。2022年1月5日（水）～1月31日（月）限定

TEL 059-228-3995

●場　　所　津市栄町3-230(津駅東口前)
●営業時間　平日10:00～1８:30
　　　　　　土曜10:00～17:30
●定 休 日　月曜、日曜不定休

430円⇨380円（税込）

クーポン部分に
対してポイント
2倍サービス

クーポン利用の方へ
みたらし1本プレゼント！

いちご大福　　　 １個 210円
いちご大福ちょっとミニ１個 160円～
うま栗大福　　　 １個 160円
その他いろいろ

いちご大福　　1個 250円
不老柿　　　　1個 140円
どら焼　　　　1個 184円
黒糖バターどら焼1個 205円

青山 220円

150円（税込）

青山１個プレゼント！

自社製品の和菓子どれでも1,000円以上お買い上げの方→500円クーポン使えます。

名物お多福まんじゅう
つぶあん・こしあん1個

※前日までにご予約いただいた方へもう１個サービス！
※駐車場あります。
※店内商品すべて対象です。

みたらし団子5本入り

《例》平治のワッフル10個 1,500円（税込）～

860円⇨760円（税込）みたらし団子10本入り
260円⇨230円（税込）珈琲わらび 1個

1,500円～⇨1,000円～クーポン利用で…

280円⇨250円（税込）黒糖わらび 1個
230円⇨200円（税込）葛プリン1個

TEL 059-234-3865

●場　　所　津市高茶屋1-6-5（JR高茶屋駅すぐ隣）
●営業時間　9:00～17:00
●定 休 日　月・火曜（祝日は営業）

TEL 059-227-6388

●場　　所　津市東丸之内20-1
●営業時間　9:00～18:00
●定 休 日　月曜　月2回日曜不定休(電話でご確認ください)
●駐 車 場　５台あり

江戸時代後期創業

けいらん　　　　 152円（税込）
みたらし（5本入り）540円（税込）
やじろ（5本入り）  540円（税込）

TEL 059-228-2594

●場　　所　津市大門17-18
●営業時間　9:00～18:00
●定 休 日　月曜(祝日の場合は翌日)

TEL：本店059-225-3212  江戸橋店059-226-9968

●場　　所　本　　店 津市大門20-15
　　　　　　江戸橋店 津市上浜町2-200-1
●営業時間　本　　店 9:00～18:00
　　　　　　江戸橋店 9:00～18:00
●定 休 日　本店：水曜　江戸橋店：元日

TEL 059-232-2072

●場　　所　津市一身田町626
●営業時間　9：００～19：００　
●定 休 日　火曜 但し1/11(火)は営業
　　　　　　※1/17(月)18(火)は休み

TEL：久居店059-256-5501　一志店059-293-0513　白山店059-262-0266

●場　　所　久居店 津市久居井戸山町大口新開832-8
　　　　　　一志店 津市一志町其村684
　　　　　　白山店 津市白山町川口2060-2
●営業時間　9:00～18:30
●定 休 日　年内無休

正和堂御菓子司
JR高茶屋駅すぐ隣

名物 みたらし団子

クーポンご利用の方へ
手づくりの
手ぬぐいから作った
あずま袋1個プレゼント。
柄いろいろあります！

平治煎餅からプレゼント：クーポンご利用の方に　 　　
メッセージ煎餅1袋プレゼント

クーポン利用の方

他の商品もOK

本店 江戸橋店

2,000円以上お買い上げの方

１,０００円以上お買い上げの方へ１,０００円以上お買い上げの方へ

クーポン利用の方へ
お菓子1個プレゼント

☆数に限りがありますので予約していただきますようおねがいいたします。

下のクーポンを切り取って、会員番号と会員氏名、店
舗名と利用日を必ず記入し、現金でお支払いください。
※予約される場合は店舗へ電話連絡し、『ジョイフル
中勢』のクーポン利用と申し出てください。

注意：会員お１人１枚１回限りです。クーポンを複数枚利用された
　　   場合は、後日請求させていただきます。

利用方法

清観堂1882年創業
御菓子司

岡田屋高田本山御用達　創業1868年

御 菓 子 司

伯藤久庵
TEL 059-228-3995

●場　　所　津市栄町3-230（津駅東口前）
●営業時間　平日10:00～1８:30
　　　　　　土曜10:00～17:30
●定休日　月曜、日曜不定休

クーポン部分に
対してポイント
2倍サービス

クーポンご利用の方へ
みたらし(やじろ)1本
プレゼント！

クーポンご利用の方へ
みたらし団子5本入り　　430円⇨380円
みたらし団子10本入り　 860円⇨760円
珈琲わらび1コ　　　　　260円⇨230円
黒糖わらび1コ　　　　　280円⇨250円

2,000円以上
お買い上げの方

青山1個プレゼント！

TEL 059-234-3865
●場　　所　津市高茶屋1-6-5
　　　　　　 （JR高茶屋駅すぐ隣）
●営業時間　9:00～17:00
●定 休 日　月曜・火曜(祝日は営業)
　　　　　　5/6、12、13は臨時休業

TEL 059-227-6388
●場　　所　津市東丸之内20-1
●営業時間　9:00～18:00
●定 休 日　月曜 月2回日曜不定休
　　　　　　　　(電話でご確認ください)

玉　餅店

玉　餅店

江戸時代後期創業
TEL 059-228-2594

●場　　所　津市大門17-18
●営業時間　9:00～18:00
●定 休 日　月曜(祝日の場合は翌日)

TEL：本店059-225-3212  江戸橋店059-226-9968
●場　　所　本　　店 津市大門20-15
　　　　　　江戸橋店 津市上浜町2-200-1
●営業時間　本　　店 9:00～18:00
　　　　　　江戸橋店 9:00～18:00
●定休日　本店：水曜　江戸橋店：無休

TEL 059-232-2072
●場　　所　津市一身田町626
●営業時間　9：００～19：００　
●定 休 日　火曜

TEL：久居店059-256-5501　一志店059-293-0513　白山店059-262-0266
●場　　所　久居店 津市久居井戸山町大口新開832-8
　　　　　　一志店 津市一志町其村684
　　　　　　白山店 津市白山町川口2060-2
●営業時間　8:30～19:00
●定休日　年内無休

正和堂御菓子司
JR高茶屋駅すぐ隣

クーポンご利用の方へ
手づくりの手ぬぐいから作った
あずま袋1個プレゼント！

クーポンご利用の方に
メッセージ煎餅1袋
プレゼント！

クーポンご利用の方へ
お菓子1個プレゼント！

駐車場
５台あり

御菓子司

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

2022年2月20日（日） 開演 ①13:15 ②16：45

1月6日（木）

亀山市文化会館 大ホール
全席指定①20枚②30枚
5,500円（一般価格6,00０円）

梅沢富美男劇団 亀山特別公演
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

今から100年以上前、能舞台でしか狂言
を上演してはいけなかった頃から、呼ば
れれば結婚式からお祝いの会までどこへ
でも出て行き、狂言で笑いを届けた茂山
千五郎家。その姿を「茂山の狂言は、ど
この家の食卓にも上がる豆腐のように安
い奴」と皮肉られました。それでも当主は
「お豆腐でもいいから、どんな所でも喜
んでいただける狂言を目指しなさい」と
説き、それが家訓となり「お豆腐狂言」と
して広がったのです。子どもも大人も楽
しめる、庶民のためのニッポンの笑い。
400年にわたり京都に息づいてきた大
蔵流狂言師「茂山千五郎家」が、津市久
居アルスプラザに初登場！

新型コロナウイルス感染諸対策の一環として、チケット購入時のお客様のお名前･ご連
絡先等を主催者と共有させていただく場合もございますので、予めご了承ください。

《重要》｢新型コロナウイルス感染症対策に関するご案内｣について、下記URLを必ず
ご確認･ご了承のうえでお申込みください。
https://kyodotokai.co.jp/events/detail/2233

本公演の開催(※令和3年11月現在)は各
地のガイドラインに準拠し、｢ご来場者様
の大声での歓声･声援等がないことを前
提とする公演｣として開催をいたします。
【御入場時のお願い(※令和3年11月現
在)】は｢令和にっぽん!演歌の夢まつり
2022｣HP でご確認ください。

豪華 夢の競演 圧巻の
ステージ、お見逃しなく！

第一部 人情時代劇
第二部 梅沢富美男オンステージ
第三部 華の舞踊絵巻
※約130分公演(途中休憩あり)

フルオーケストラと共に贈る一
夜限りの音楽の旅、プレミアム
コンサート。3名の実力派ヴォー
カリストの歌声とフルオーケス
トラの魅力的な音色をどうぞお
楽しみください。
※感染予防について十分な対
策をとったうえで、通常配席とな
ります。

【出演】大黒摩季、山崎まさよし、
山本耕史
【指揮】三ツ橋敬子
【演奏】セントラル愛知交響楽団

【出演】
梅沢富美男、
ゲスト：門戸竜二　ほか

【出演】坂本冬美/市川由紀乃/
竹島宏/中澤卓也/辰巳ゆうと/
新浜レオン/岩佐美咲/
朝花美穂/望月琉叶

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年3月20日（日） 開演 14:00

2022年3月19日（土） 開演 11:00

1月6日（木）

津市久居アルスプラザ ときの風ホール
全席指定10枚
2,000円（一般価格2,50０円）

S席 11,800円（一般価格12,00０円）

茂山千五郎家
お豆腐狂言

※未就学児入場不可。

※未就学児入場不可。

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 1月6日（木）

愛知県芸術劇場 大ホール
20枚

令和にっぽん！
演歌の夢まつり2022

※未就学児童入場不可。

伸びやかで艶のある極上の
歌声にのせて、情熱的な
ステージをお届けします。

2022年3月21日（月・祝） 開演 17:15

5,800円
（一般価格7,00０円）

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 1月6日（木）

愛知県芸術劇場 大ホール
全席指定20枚

布施 明
AKIRA FUSE LIVE TOUR 2021-2022
～祭りのあとの歌ものがたり～

※未就学児童入場不可。

2022年2月23日（水・祝） 開演 17:00

10,000円（一般価格11,00０円）
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 1月6日（木）

愛知県芸術劇場 コンサートホール
S席20枚

メーテレPremium Concert 2022

※未就学児童入場不可。

T i c k e t

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
1/6（木）～
売切れ次第終了

時　　間
休 館 日

2021年12月19日（日）～2022年3月27日（日）
グローバルゲート ガレージ名古屋

10:00～18:00(金･土は20:00まで)

WHO IS BANKSY?
バンクシーって誰？展
【平日期間限定券】

2021年12月20日(月)･31日(金)
2022年1月1日(土)･2日(日)･17日(月)

※最終入場は閉館時間の30分前

ストリート･アーティストの先人であり、現代
アートの巨匠でもあるへリングやバスキア
の次世代として、いま世界で最も注目を集
める時代の先駆者”バンクシー”。
その活動の意味を、幅広い世代に楽しく理
解していただける貴重な機会となります!

※2月28日(月)までの平日のみ入場可能(日時指定なし)
※土･日･祝のご入場はできません。
※会場の混雑状況によっては入場までお待ちいただく場合があります。
※未就学児入場無料

𠮷野家プリカ（3,000円券）

お1人2枚まで
会員料金

申込締切
受取期間

1月6日（木）

有効期間 約2年(店舗で利用または
チャージでさらに2年間延長)

2,700円（一般価格3,000円）

1月28日（金）～2月12日（土）

※チャージ残高はレシート、𠮷野家ホームペー
ジにて確認可能です。※おつりは出ません。

𠮷野家のハウス電子マネーです。𠮷野家店頭
チャージが可能で、テイクアウトやお食事の会
計時に利用することができます。

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

※新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から一部営業時間を変更していま
す。詳細はホームページでご確認ください。
※平日・土日祝ともに予約受け付けています。詳しくは下記までお問合せください。

お1人
合計4枚まで
1回限り

販売期間：
1/6（木）～
売切れ次第終了

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
1/6（木）～
売切れ次第終了利用期限 有効期限なし

利用期限 有効期限なし

☎059-236-0909
津市一身田上津部田3005-2 山の手テラス内

休 業 日 毎月第2水曜日

枚　　数 100枚限定

一般料金
ランチ ディナー

会員料金
中学生以上 1,892円1,500円

一般料金

50歳以上 1,738円1,400円

会員料金
2,420円2,000円
2,277円1,900円

※キッズプレート770円（税込）
　もあります。

一般料金会員料金
ランチ

一般 1,518円（税込）1,200円

※このチケットは、四日市市の『SaRaRa』のみの利用券です。※このチケットは、津市の『風にふかれて』のみの利用券です。

営業時間

営業時間

☎059-327-5225
四日市市泊小柳町4-5 イオンタウン四日市泊1Fレストラン街

休 業 日 不定休

枚　　数 50枚限定

ランチタイム
　11：00～15：00(LO)

10：00～22：00

ランチ
平　日11:00～15:30(OS14:30)
土日祝11:00～16:00(OS15:00) 
ディナー
平　日17:30～21:00(OS20:00) 
　土　17:00～22:00(OS20:30)
日・祝17:00～21:00(OS20:00)  

※イオンタウン四日市泊と
同様です。HP等でご確認
ください。

一般料金会員料金
一般
区分

20枚
枚数

2,000円1,700円

2022年1月8日（土）～3月13日（日）

ごごははんん
外で外で 利用資格

実施期間

会員とその家族 各店

200名様
先着順ですので、
ご注意ください。

各店

200名様
先着順ですので、
ご注意ください。

利用方法

注意
事項

①下記店舗からご希望の店舗を選び(数量限定品)クー
ポンと会員証でお食事をお楽しみください。
②｢利用補助券&クーポン｣からPart3クーポンを切取
り、必要事項をご記入のうえ会員証とクーポンでご利用
ください。
注文時にクーポン利用と申し出てください。

※お1人１回にクーポン１枚（500円割引）利用できます。（合計2枚まで） 
※他の割引との併用はできません。
※不正な利用があった場合、事業所経由で会員へ請求します。おまち

どうさま！ 3
part

｢利用補助券&クーポン｣から
このクーポンを切り取って
使ってください！
　1枚500円引きに
　　　　　　なりますよ！

◇他メニュー1,000円以上で500円引きOK

今回対象外の店舗
・Restaurant Asakura
・和楽井
・まるかん
・麺屋一魂

◇対象メニューのみ

◇他メニューでも備考の金額以上で500円引きOK

店舗名

かつや イオンモール津南店 かつ丼（梅）またはかつ丼弁当（梅）のみ
かつや 松阪店 かつ丼（梅）またはかつ丼弁当（梅）のみ
かつや 鈴鹿店 かつ丼（梅）またはかつ丼弁当（梅）のみ
Po Café 糖質オフのデリランチ　グリルサラダランチ 特典あり
ローソン津駅前店 おにぎり･お弁当･調理麺･サラダ　左記から組合せ自由 特典あり
シャトーラ･パルムドール パルムドールフルコースランチのみ 特典あり
ミュゼ ボンヴィヴァン ①ランチ デジュネ　②デザート盛り合わせ付き 特典あり

備考

要予約

対象メニュー クーポン割引
＋会員特典

店舗名

四季さかな 1,100 円以上のメニュー 1,100円以上
1,500円以上
2,000円以上
2,000円以上
550円以上
600円以上
800円以上
800円以上
800円以上
他らーめん可

特典あり
三谷高茶屋店 うな丼（3切入り） 特典あり
赤いトタン屋根の猫 赤猫特製ワンプレートランチ 特典あり
焼肉ホルモン香月 すべて 特典あり
笑旨からあげ富やXX タルタルチキンかつ定食 特典あり
割烹茂波 平日 日替わりランチ 特典あり
くもづホテル＆コンファレンス レストランMattone オムライス 特典あり
食事処寿音 天ぷら定食 特典あり
友食 全定食メニュー 特典あり
らーめんぐち屋 らーめん（とんこつ魚介のしょうゆらーめん） 特典あり
café and Rest Lansen すべて 特典あり

備考対象メニュー クーポン割引
＋会員特典

位置情報はこちら
↓↓↓

住所や電話番号、
特典についての詳細は
QRコードへアクセス！！

↓↓↓

店舗名

おやつタウン ベビースターカレー 特典あり
焼肉･韓国料理 新羅亭 昼のみ 炭火焼肉 350gランチ

特典あり和食レストラン 生月 ランチメニュー 昼のみ
特典ありうなぎ処谷本 すべて
特典ありおうちごはん 寺子屋 寺子屋ランチ〈ドリンク付〉

和・れすとらん はな房 彩弁当
特典ありBroccoli ハンバーグ＋スープセットor サラダセット
特典あり磨洞温泉 涼風荘 霊泉そうめん（1,000 円 )＋入浴料（700 円）
特典ありうを芳 ひつまぶし･レディースひつまぶし

幸寿司 ちらしずしランチ

備考

要予約

要予約

対象メニュー クーポン割引
＋会員特典

特典あり

特典あり

海鮮和食 魚九 海老天巻き (テイクアウト) 特典あり

店舗名

大鯛寿司津店 昼 : 天巻とにぎり　夜 :にぎり寿司 (竹 ) 特典あり
寿し秀 お昼セット (寿司とうどんまたはそばと小鉢 )

特典あり直すし お昼 : 盛合せ寿司又はちらし寿司＋茶碗蒸し又は伊勢うどん＋サラダ
特典ありローソン津駅前店 おにぎり･弁当･寿司･調理麺･サラダ…etc. から組合せ自由
特典あり寿司割烹おくの ランチ : 寿司盛り合わせ (姫 )(おまかせ )( 築地 )

備考対象メニュー（＋恵方巻） クーポン割引
＋会員特典

特典あり

寿司･割烹あら井 《ランチ》北海丼
招福巻 980 円⇒450 円　招福巻ミニ2本セット980 円⇒450 円
恵方巻 850 円⇒350 円
恵方巻1,000 円⇒500 円
恵方巻3 本入り1,150 円⇒600 円　海鮮恵方巻 (ハーフ )3 本入り1,200 円⇒650 円
恵方巻1,000 円⇒500 円

恵方巻1,000 円⇒500 円
恵方巻要予約
恵方巻要予約
恵方巻要予約
恵方巻要予約
恵方巻要予約

恵方巻要予約 特典あり

恵方巻恵方巻 2月3日は節分です！今年の方角は北北西！2月3日は節分です！今年の方角は北北西！
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