
ブルーベリー狩り
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売切れ
次第終了

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

T i c k e t

●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

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。

お申込み

本紙折込用紙FAX
HP等で

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年7月24日（日） 開演 17:30

7月6日（水）

愛知県芸術劇場 大ホール
全席指定10枚
6,800円（一般価格8,00０円）

小椋佳

お1人2枚まで

お1人合計4枚まで

お1人1組まで

余暇チケット
助成対象

余暇チケット
助成対象

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｣に則って開催します。
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。
※今後の社会情勢により公演を中止･延期する場合がございます。
※やむをえない事情により、出演者･曲目等公演内容が変更になる場合があります。

《重要》
キョードー東京HP(https://kyodotokai.co.jp/events/detail/2399)
に記載の内容を必ずご確認･ご了承いただいたうえでお申込みください。

トーマスとパーシーが
テレビから飛び出して
ステージを駆け巡る！
映像も駆使したオリ
ジナルのファミリー
ミュージカル!!

1st アルバム『青春～砂漠
の少年～』(1971年)発表
から約半世紀、ついに最後
の全国コンサートツアー
を開催。
ラストアルバム｢もういい
かい｣をリリースした小椋
佳の｢余生｣の終わりが近
づく。

プログラム
｢シクラメンのかほり｣
｢俺たちの旅｣｢愛燦燦｣
｢夢芝居｣｢山河｣ほか

夏休みに家族で大迫力のフルオーケストラを聴こう！
館長プロデュースコンサート第５弾は大阪交響楽団のモーツァルトコ
ンサート！クラシックコンサートが初めての方でも安心のプレトーク付
き！（13:30～）誰もが耳にするモーツァルトの珠玉の名曲を、たっぷり
お楽しみいただけるコンサートです。

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年9月11日（日） 開演 15:00

7月6日（水）

三重県文化会館 大ホール
全席指定20枚
3,900円（一般価格4,50０円）

日本センチュリー交響楽団 三重特別演奏会
マエストロによるレクチャーつきコンサート
モーツァルトはすごい！

※未就学児の入場はご遠慮ください。

お1人2枚まで

余暇チケット
助成対象

S席

1組

※未就学児童入場不可

2022年7月31日（日） 開演 ①11:30 ②14:00

2,900円（一般価格3,30０円）

余暇チケット
助成対象

枚　　数
会員料金
申込締切 7月6日（水）

名古屋市公会堂 大ホール
全席指定20枚

ファミリーミュージカル
きかんしゃトーマス ソドー島のたからもの

※2歳以上有料。
1歳以下は保護者膝上
に限り無料。ただし、
お席が必要な場合は
有料。

お1人2枚まで

《重要》
キョードー東京HP(https://kyodotokai.co.jp/events/detail/2380)に記載の
注意事項を必ずご確認･ご了承いただいたうえでお申込みください。

“声”だけで魅せる
ディズニー音楽の世界！
ディズニー公式
アカペラグループ、
ディカペラ再来日！

余暇チケット
助成対象

2022年9月6日（火） 開演 18:30

9,100円（一般価格9,80０円）
枚　　数
会員料金
申込締切 7月6日（水）

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
S席10枚

ディズニー･アカペラ･コンサート
｢ディカペラ｣

※3歳以下入場不可

※申込時に参加希望日および1塁側or3塁側をご指定ください。

スポーツチケット
助成対象

9,700円（一般価格9,90０円）
枚　　数
会員料金

申込締切 7月13日（水）

各日時5組

席　　種 docomo 5G プライム･ツインB(2名1セット) 1塁側または3塁側※弁当、1ドリンク付き

中日ドラゴンズホームゲーム

お1人2枚まで

■新型コロナウイルス感染症対策について
※本公演は政府や自治体によるガイドラインに従い、感染防止対策を徹底して開
催させていただきます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止策として、ご連絡先等を事前にご登録のうえご
来場いただきます。万が一感染者が発生した場合など必要に応じて保健所等の公
的機関へ提供させていただく場合がございます。予めご了承ください。
事前にご登録のうえご来場くださいますようご協力をお願いいたします。
緊急連絡先登録フォーム：中京テレビ事業｢ディズニー･ワールド･ビート｣公演詳細
ページにてご確認ください。

余暇チケット
助成対象

2022年8月14日（日） 開演 16:00

8,200円（一般価格8,90０円）
枚　　数
会員料金
申込締切 7月6日（水）

愛知県芸術劇場 コンサートホール
S席10枚

ディズニー･ワールド･ビート2022
JAZZ ANIMALS～夢を奏でる動物たち

※未就学児童入場不可

お1人2枚まで

※重要※(必ずお読みください)
｢新型コロナウイルス感染拡大防止対策の取り組みとお願い｣について、下記URLの
内容を必ずご確認･ご了承のうえでお申込みください。
https://kyodotokai.co.jp/events/detail/2360

｢Seiko Matsuda Concert Tour2022｣のスケジュールが決
定いたしました。ヒット曲の数々といつまでも輝き続ける松田聖
子の確かなステージをお見逃しなく！！

※会員おひとりいずれか1つの日程で1組限り。
※各セットにモバイル充電用のコンセント･USB 差込口が1口ずつあります。
※プライムツインエリアは専用の飲食売店、キッズスペース、トイレがあります・
※各セットに様々なカメラアングルで試合を観戦できるdocomo 5G端末を設置しています。
※未就学児はチケット1枚につき1名までひざ上無料。ただし、席が必要な場合は有料。

余暇チケット
助成対象

2022年8月28日（日） 開演 15:00

9,600円（一般価格9,80０円）
枚　　数
会員料金
申込締切 7月6日（水）

日本ガイシホール
S席20枚

松田聖子

※未就学児童入場不可
※本公演の定価との差額はジョイフル中勢の補助です。

©山岸 伸

お1人2枚まで

指揮：脇岡 総一
ヴァイオリン：森下 幸路
管弦楽：大阪交響楽団
＜演奏曲目（予定）＞
歌劇「フィガロの結婚」序曲
K.492
ヴァイオリン協奏曲第５番 
イ長調 K.219《トルコ風》
交響曲第40番 ト長調
K.550 ほか

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年8月14日（日） 開演 14:00

7月6日（水）

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）

大阪交響楽団演奏会
ヴィヴァ！モーツァルト
～珠玉のモーツァルト作品をあなたに～

※未就学児の入場はご遠慮ください。

一般料金会員料金

1,500円1,000円

無料2歳以下

大 人
（中学生以上）

400円小 人
（3歳～小学生） 800円

ブルーベリー60分食べ放題
＋100円金券付（大人のみ）

休 園 日

と　　き

利用方法

9:30～14:00（最終受付13:00）9:30～14:00（最終受付13:00） 毎週月曜毎週月曜営業時間

【注意】【注意】

津市白山町佐田2745-1
TEL059-264-0550
津市白山町佐田2745-1
TEL059-264-0550

開催場所 猪の倉温泉 いのさん農園猪の倉温泉 いのさん農園
利用資格 会員または家族会員または家族

2022年7月16日（土）～8月下旬まで（なくなり次第終了）2022年7月16日（土）～8月下旬まで（なくなり次第終了）

実がなくなり次第終了します。また生育状況や天候で利用できない
場合もあります。
実がなくなり次第終了します。また生育状況や天候で利用できない
場合もあります。

①下記クーポンを切取り会員番号と会員氏名、利用日を必ず記入し、
会員証を持って、猪の倉温泉いのさん農園へお出かけください。

②ご利用当日、現地で会員証を提示し現金と下のクーポンでお支払
いください。
③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。

①下記クーポンを切取り会員番号と会員氏名、利用日を必ず記入し、
会員証を持って、猪の倉温泉いのさん農園へお出かけください。

②ご利用当日、現地で会員証を提示し現金と下のクーポンでお支払
いください。
③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。

※会員1人が４枚まで利用（会員証1枚でクーポン４枚が上限）
※クーポン1枚につき1人まで
※会員1人が４枚まで利用（会員証1枚でクーポン４枚が上限）
※クーポン1枚につき1人まで

いのさん農園いのさん農園
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と　　き

申込締切

申込・支払方法

募　　集

料　　金

P1参照P1参照

津市中央5-20津市中央5-20と こ ろ 岡三デジタルドームシアター「神楽洞夢」岡三デジタルドームシアター「神楽洞夢」

今回は｢CONSTELLATIONS－夜空に輝く星々と星座の世界－｣を鑑賞します！今回は｢CONSTELLATIONS－夜空に輝く星々と星座の世界－｣を鑑賞します！

夏の夏の

参加資格 会員とその家族 合計4名まで会員とその家族 合計4名まで

2022年8月5日（金）　①10：00～ ②15：00～2022年8月5日（金）　①10：00～ ②15：00～

7月13日（水）7月13日（水）
各回20名（申込多数の場合抽選）各回20名（申込多数の場合抽選）
無料無料

※一般同伴者の参加はできません。※子どものみの参加はできません
※中学生以下の家族は保護者同伴でお願いします。
※一般同伴者の参加はできません。※子どものみの参加はできません
※中学生以下の家族は保護者同伴でお願いします。

【新型コロナウイルス拡大防止対策にご協力ください】
・入館時の検温にご協力をお願いします。
・来館時には必ずマスクの着用をお願いします。
・正面玄関、ドーム入場の際には手指の消毒・手洗いをお願いします。
・来館者、ドーム運営スタッフ等から新型コロナウイルスの感染者が確認された場合に
は、保健所等の公的機関の聞き取り調査に協力し、情報を提供することがあります。

プラネタリウム鑑賞会プラネタリウム鑑賞会

※いのさん農園のブルーベリー狩りで
　のみお使いいただけます。
※現金のみ
※他の割引との併用はできません。
※クーポン1枚につき1名まで
※実がなくなり次第終了

一般料金会員料金

1,500円1,000円

無料2歳以下

大 人
（中学生以上）

400円小 人
（3歳～小学生） 800円

ブルーベリー60分食べ放題
＋100円金券付（大人のみ）

※いのさん農園のブルーベリー狩りで
　のみお使いいただけます。
※現金のみ
※他の割引との併用はできません。
※クーポン1枚につき1名まで
※実がなくなり次第終了

一般料金会員料金

1,500円1,000円

無料2歳以下

大 人
（中学生以上）

400円小 人
（3歳～小学生） 800円

ブルーベリー60分食べ放題
＋100円金券付（大人のみ）

※いのさん農園のブルーベリー狩りで
　のみお使いいただけます。
※現金のみ
※他の割引との併用はできません。
※クーポン1枚につき1名まで
※実がなくなり次第終了

一般料金会員料金

1,500円1,000円

無料2歳以下

大 人
（中学生以上）

400円小 人
（3歳～小学生） 800円

ブルーベリー60分食べ放題
＋100円金券付（大人のみ）

※いのさん農園のブルーベリー狩りで
　のみお使いいただけます。
※現金のみ
※他の割引との併用はできません。
※クーポン1枚につき1名まで
※実がなくなり次第終了

一般料金会員料金

1,500円1,000円

無料2歳以下

大 人
（中学生以上）

400円小 人
（3歳～小学生） 800円

ブルーベリー60分食べ放題
＋100円金券付（大人のみ）

会場：バンテリンドーム ナゴヤ

対戦チーム 日　時

阪神 8月26日(金) 18：00
8月28日(日) 14：00
9月  7日(水) 18：00
9月  8日(木) 18：00広島


