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《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
●添付枚数(1枚)以上の使用不可
●他人へクーポンの譲渡、譲受は不可
●利用できるのは右記対象店舗のみ
●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も併用不可

《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
●添付枚数(1枚)以上の使用不可
●他人へクーポンの譲渡、譲受は不可
●利用できるのは右記対象店舗のみ
●他の割引との併用不可
●ご利用の際は予めご予約をお願いいたします。

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。
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

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は本紙折込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

本紙折込用紙
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

枚　　数
会員料金

申込締切

2022年7月13日（水） 開演 17:30

5月16日（月）

三重県文化会館 大ホール
全席指定20枚
8,800円
（一般価格10,00０円）

Hiromi Go 50th Anniversary
Celebration Tour 2022
～Keep Singing～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

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年7月2日（土） 開演 15:00

5月16日（月）

三重県文化会館 大ホール
全席指定20枚
4,300円（一般価格5,00０円） 5,300円

（一般価格7,00０円）

小曽根真 featuring No Name Horses “THE BEST”

※未就学児の入場はご遠慮
ください。

お1人2枚まで 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

余暇チケット
助成対象

余暇チケット
助成対象

余暇チケット
助成対象

余暇チケット
助成対象

自己啓発チケット
助成対象

自己啓発チケット
助成対象

S席

S席

B席
①S席

2022年7月6日（水） 開演 13:30
枚　　数
会員料金

申込締切 5月16日（月）

三重県文化会館 大ホール
全席指定20枚

福田こうへいコンサートツアー2022

※未就学児入場不可。

※3歳未満入場不可

枚　　数
会員料金

申込締切

2022年7月15日（金） 開演 13:30

5月16日（月）

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
全席指定20枚
3,300円
（一般価格4,00０円）

吉本興業110周年感謝祭
桂文珍独演会 お1人2枚まで

※未就学児入場不可。

枚　　数
会員料金

申込締切

2022年8月6日（土） 開演 ①11:00 ②16：00
　　　  8月7日（日） 開演 ③11:00 ④16：00

5月16日（月）

御園座
全席指定20枚

枚　　数 各20枚

夏休み!!!!よしもと
吉本新喜劇＆バラエティ公演

※未就学児童入場不可。

枚　　数
会員料金

申込締切

2022年7月16日（土） 開演 ①11:00
　　　  7月17日（日） 開演 ②11:00

5月16日（月）

御園座
全席指定20枚
7,800円
（一般価格8,00０円）

A席 6,800円
（一般価格7,00０円）

梅沢富美男劇団
梅沢富美男 研ナオコ 特別公演

お1人2枚まで

枚　　数
会員料金

申込締切

①2022年9月10日（土） 開演 17:30
②2022年10月16日（日） 開演 13:00

5月16日（月）

名古屋四季劇場
全席指定20枚
11,900円（一般価格12,10０円）

②S席 10,800円（一般価格11,00０円）

劇団四季ミュージカル 『ＣＡＴＳ』

※2歳以下の入場不可。公演当日
3歳以上有料(膝上観劇不可)
※料金の差額はジョイフル中勢
の負担です。

2022年8月16日（火） 開演 ①12:30 ②15:30

2,900円
（一般価格3,30０円）

お1人合計2枚まで

余暇チケット
助成対象

枚　　数
会員料金

申込締切 5月16日（月）

三重県文化会館 大ホール
全席指定20枚

夏休み三重テレビファミリーイベント2022

T i c k e t

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
5/9（月）～
売切れ次第終了

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
5/9（月）～
売切れ次第終了

時　　間

休 館 日

2022年4月16日（土）～6月12日（日）
三重県総合博物館　津市一身田上津部田3060

9:00～17:00

第30 回企画展
名所発見、再発見！
～浮世絵でめぐる三重の魅力～

月曜日
※入場は閉場の30分前まで

江戸時代の三重は、東西の大動脈である
東海道が通るほか、伊勢神宮、さらに熊
野や西国三十三所の参詣に、人々が集う
地でした。古くから和歌に詠まれた名所
のほか、江戸時代に新たに見いだされた
り、再認識されたりした名所も少なくあ
りません。そこには、挿絵付きの地誌『伊
勢参宮名所図会』や広重らが描く宿場や
二見浦などの浮世絵（名所絵）が大きな
役割を果たしました。 今も昔も旅の楽し
みの一つ、名所の魅力を、三重の浮世絵
を中心に紹介します。

【出演】中川晃教／加藤和樹／ソニン／
小池徹平／藤岡正明
ミュージカル界を代表する俳優たちが
ミュージカルナンバーを歌い上げる！
※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。

芝居と歌と舞踊の豪華三本立て
笑って泣ける珠玉のエンターテインメント!!
第一部 大笑い！富美男とナオコの花戦（はないくさ）、女の意気地
第二部 研ナオコ･梅沢富美男 歌謡オンステージ
第三部 華の舞踊絵巻

※今後の社会情勢により、やむをえず出演
者の変更、および公演の中止または延期す
る場合がございます。
※三重県のガイドラインにおける｢主催イベ
ントの開催基準｣に則り開催します。最新の
感染症対策についてはご来場前に三重県文
化会館HPをご覧ください。

●風にふかれて

●SaRaRa

継続窓口販売チケット

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

一般料金会員料金
ランチ

一般 1,518円（税込）1,200円

販売中～
売切次第
販売終了

お1人
4枚まで
1回限り

※キッズプレート770円（税込）もあります。

枚　　数 50枚

枚　　数 50枚

当日一般料金会員料金
一般
区分

50枚
枚数

800円500円

当日一般料金会員料金
一般
区分

30枚
枚数

1,800円1,300円

※3歳以上有料、2歳以下膝上
鑑賞無料。
但し、座席が必要な場合有料。

2022年7月23日（土） 開演 16:30

10,300円
（一般価格12,00０円）

お1人合計2枚まで

お1人合計4枚まで

お1人合計4枚まで

枚　　数
会員料金

申込締切 5月16日（月）

愛知県芸術劇場コンサートホール
全席指定10枚

Brand New Musical Concert 2022

※未就学児童入場不可。

撮影：山之上雅信

©Ryota Mori

お1人
合計4枚まで
1回限り

販売期間：
5/9（月）～
売切れ次第終了

時　　間

休 館 日

2022年4月29日（金）～7月3日（日）
愛知県美術館 愛知県名古屋市東区東桜1-13-2

10:00～18:00

ミロ展 日本を夢みて

毎週月曜日
（金曜は20：00まで）

バルセロナに生まれた芸術家
ジュアン・ミロ(1893-1983)は、
ピカソやダリと並ぶ現代スペイ
ンの巨匠。浮世絵や俳句を通じ
て日本に憧れた初期の代表作か
ら民芸や書、やきものに触れた
戦後の大作まで、約140点の作
品と資料を通じてミロと日本の
深いつながりを紐解く世界初の
大回顧展です。

一般料金券　種 会員料金

テーブル付2人マスC席(2人 /1マス) 24,000円23,600円
マスA席(4人 /1マス) 52,000円51,200円

6,000円5,800円イスS席（1人）
料金は(　)内の人数分の合計金額です。チケットはお1人1枚ずつ発券します。

・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

対象店舗
○すず休憩所
所在地 津市御殿場海岸
TEL 090-4117-2112
営業時間
　平　日10:00 ～ 17:00
　土日祝   9:00 ～ 17:00

○海の家 なお屋
所在地 津市香良洲町 5186
TEL 059-292-3388
営業時間
　平　日10:00 ～ 17:00
　土日祝   9:00 ～ 17:00

初夏の初夏の まつりまつり和菓子和菓子
会員のみ会員のみ利用資格 利用期間 2022年5月6日（金）～5月29日（日）2022年5月6日（金）～5月29日（日）

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

①1,000 円以上お買い上げのみにご利用できます。
②下記のクーポンを切り取って、会員番号、会員氏名
等を記入し、現金とクーポン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、事業所経由で請求します。

利用方法

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）

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

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（5/6、11 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)
●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：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 但し5/9(月)・10(火)連休

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

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。

玉　餅店
※写真は全店舗すべてイメージです。

津公演

有効期限 4月1日～2023年3月31日

ラグナシア パスポート
（入園＋アトラクションフリー）

ラグーナテンボス

一般料金会員料金券　種
大人（中学生以上） 4,500円3,400円
小学生 3,400円2,600円
幼児（3歳以上） 2,500円1,800円
※本チケットは特別営業日 (5/27～ 5/29、
12/31) はご利用になれません。
※花火開催日も追加料金なしでご利用いただけます。


