
クーポンクーポンSummer Sweets FestivalSummer  Sweets  Festival

●チケットには、転売対策のため
ご来場代表者のお氏名･郵便番
号･住所を必ず印字いたします。
●ご入場時は必ず、チケット印字
された情報と一致した身分証明
書(コピー不可)の提示が必須とな
ります。
●同行者と同時入場が必要です。
別々の入場はできません。
※もしご来場代表者本人がなん
らかの都合で行けなくなった場
合、ご来場代表者本人の身分証
明書(コピー不可)を貸せる相手で
あれば、本人以外でもご入場可能です。
【身分証明書について】
運転免許証/マイナンバーカード/パスポート/学生証/社員証/健康保険証
●政府や各自治体の新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインにご同意くださ
い。ご了承頂けるお客様のみ、本ツアーにお申込み･ご参加いただけます。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策ガイドライン
https://kobukuro.com/feature/tour2022_guideline
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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。
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

自己啓発チケット
助成対象

T i c k e t

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
8/8（月）～
売切れ次第終了

時　　間
休 館 日

2022年9月10日（土）～11月6日（日）
名古屋市博物館

9:30～17:00

特別展 【日中国交正常化50周年記念】
兵馬俑と古代中国―秦漢文明の遺産―

毎週月曜日(祝休日の場合は翌平日、
9/20は臨時開館)･第4火曜日

※入場は閉館30分前まで

本展では、日中国交正常化50周年を
記念し、2000年以上前の秦と漢の王
朝の時代に、地下に数多く埋蔵され
た兵馬俑に焦点を当て、中国国家一
級文物(最高級の貴重文物を指す中
国独自の区分)24点や日本初公開を
多数含む約200点によって、古代中国
の歴史に迫ります。
[ 公式サイト]
https://heibayou2022-23.jp/

●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

30枚
枚数

1,800円1,300円

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。

①ジョイフル中勢へ申込書（本紙折込）をFAX・郵送・ホームページまたは窓口でお申込みください。（申込多数の場合抽選）
※ホームページ・スマートフォンでお申込みの方は、１週間以内に受付確認メールが届かない場合はジョイフル中勢にご連絡ください。
※FAX でお申込みの方は、必ず着信確認の連絡をお願いします。
②詳細は、締切日以後約1週間（土日含まず）以内にご自宅へご案内と請求書を送付します。
③参加費のお支払いは、期限内にコンビニからお支払いください（手数料無料）。ジョイフル中勢の窓口でもお支払いできます。
※ジョイフル中勢が主催するすべての事業に一般同伴者の参加はできません。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、中止・延期になる場合がございます。

申込・
支払方法

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年11月10日（木）開演 18:30
11月11日（金）開演 18:30

2022年8月8日（月）

日本ガイシホール
全席指定20枚
8,800円（一般価格9,00０円）

コブクロ

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

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。

＜注意事項＞
ご来場の際は『マスク･3 密･手指消毒』へ
のご協力をよろしくお願いいたします。

曲目
オペラ「魔笛」
モーツァルト作曲 
シカネ―ダ―台本
全2幕 ドイツ語歌唱、
台詞 日本語字幕付き

フルオーケストラと共に贈る
一夜限りのプレミアムコン
サート
それぞれの音楽シーンを牽引
する同世代の男たちとフル
オーケストラの豪華共演。
名曲たちに新たな息吹を吹き
込みます。

【出演】
浦井健治/CHEMISTRY/藤巻亮太
【演奏】セントラル愛知交響楽団
【指揮】三ツ橋敬子

ウクライナの歌姫
ナターシャ・グジーコンサート
水晶の歌声とバンドゥーラの
可憐な響き

枚　　数
会員料金

申込締切

2022年10月28日（金）開演 18:30

2022年8月8日（月）

三重県文化会館 大ホール
20枚 1,500円（一般価格2,00０円）

ハンガリー国立歌劇場
オペラ「魔笛」

※未就学児の入場はご遠慮ください。

お1人合計4枚まで
お1人合計2枚まで お1人合計2枚まで

余暇チケット
助成対象

2022年9月18日（日）開演 14:00

枚　　数
会員料金

申込締切
2022年8月8日（月）

嬉野ふるさと会館
20枚
一般

S席

500円（一般価格1,00０円）小学生以下

ナターシャ･グジーコンサート

2022年11月27日（日）開演 17:00

なし

10,000円（一般価格11,00０円）

S席 一般 11,500円（一般価格13,00０円）
S席 30歳以下 10,200円（一般価格10,40０円）

余暇チケット
助成対象

枚　　数
会員料金
申込締切 2022年8月8日（月）

愛知県芸術劇場 コンサートホール
全席指定20枚

メ～テレ Premium Concert 2022

※未就学児童入場不可

※未就学児童入場無料

※差額はジョイフル中勢の補助です。

©Valter Berecz

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

全国のスターバックスの店舗で使える、繰り返し
入金可能なプリペイドカードです。
会員料金

有効期限

申込締切
受取期間

2022年8月18日（木）
2022年9月1日（木）～9月17日（土）

スターバックス カード
（3,000円分）

2,700円

NEW!

2,500円2,500円（一般料金3,800円）（一般料金3,800円）中学生以上中学生以上
●2歳～小学生はガイドブックの利用補助券のご利用がお得です。●長島温泉湯あみの島をご利用される方は別途入館料が必要です。

時　　間
休 館 日

2022年7月16日（土）～8月28日（日）
三重県立美術館

9:30～17:00
月曜日(7月18日は開館)、7月19日(火)

※入館は16時30分まで
津市大谷町11番地

当日一般料金会員料金
一般
区分

100枚
枚数

1,000円500円

【開館40周年記念】
いわさきちひろ展
―中谷泰を師として

お1人
10枚まで
1回限り

お1人
4枚まで
1回限り

時　　間

休 館 日

2022年7月2日（土）～9月11日（日）
三重県総合博物館

9:00～17:00

月曜日
※入場は閉場の30分前まで

津市一身田上津部田3060

当日一般料金会員料金
一般
区分

50枚
枚数

800円500円

第31回企画展
集まれ！三重のクジラとイルカたち

ナガシマスパーランドジャンボ海水プール

継 続 販 売 販売中～
売切次第終了

※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

2022年8月18日（木）
1,700円（500円×4枚）

（3,000円分）

2022年9月1日（木）～9月17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

《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｣にある洋菓子クーポンとの併用不可

・洋菓子 タカクワ 　・T2の菓子工房 ハーバー店
・ローソン津駅前店
・伯藤久庵 久居店　 ・伯藤久庵 一志店
・伯藤久庵 白山店

対象店舗

会員のみ会員のみ

～美味しい洋菓子を食べて夏を乗り切ろう！！～～美味しい洋菓子を食べて夏を乗り切ろう！！～
利用資格 利用期間 2022年8月1日（月）～8月28日（日）2022年8月1日（月）～8月28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 円以上お買い上げ時にご利用できます。（対象は洋菓子のみ）
②下のクーポンを切り取って、必ず会員番号、会員氏名、利用日、店舗名を記入し、現金でお支払いください。

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。

クーポンご利用の方へ
試食用クッキー
プレゼント！

※クーポン利用でお会計の合計から500円引き。
※写真は全店舗すべてイメージです。

利用方法

※下記のクーポンを利用してください。

差額はジョイフル中勢の助成です

津駅前店津駅前店 お菓子処
創業明治30年

●場　所
久居店　津市久居井戸山町大口新開832-8
TEL 059-256-5501
一志店　津市一志町其村 684
TEL 059-293-0513
白山店　津市白山町川口2060-2

●営業時間（変更の場合あり）
久居店・一志店 9:00 ～18:30

　　　 白山店 8:30 ～18:00
●定休日　久居店・一志店  年内無休

白山店  火曜日不定休

●営業時間（変更の場合あり）
久居店・一志店 9:00 ～18:30

　　　 白山店 8:30 ～18:00
●定休日　久居店・一志店  年内無休

白山店  火曜日不定休

●場　所 津市柳山津興 384-2
ハーバー店

TEL 059-213-1777

●営業時間　10:00 ～18:00
●定休日　不定休

TEL 059-224-3700
●場　所 津市栄町 3-232
●営業時間　24 時間　●定休日　無休
●場　所 津市栄町 3-232
●営業時間　24 時間　●定休日　無休

TEL 059-262-0266

250円（税込）
カヌレ 各種1個
（バニラ・チョコ）

162円（税込）
プレミアムロールケーキ

127円（税込）
大きなツインシュー

200円（税込）
いちじくサンド

各

●場　所 津市渋見町 300-35
TEL 059-213-3100

●営業時間　9:00 ～ 20:00
●定休日　8/2、8/9、8/22、8/23、

8/24、8/25、8/30

※クーポンをご利用
いただけるのは
「ハーバー店」のみ
です。

※クーポンをご利用
いただけるのは
「ハーバー店」のみ
です。

※洋菓子1,000円以上のご購入でクー
ポン500円引きの利用ができます。

※洋菓子1,000円以上のご購入でクー
ポン500円引きの利用ができます。

1,728円（税込）
りんごのチョコレート
（シナモン、コーヒー）

140g
※洋菓子1,000円以上のご購入でクーポン
500円引きの利用ができます。

※洋菓子1,000円以上のご購入でクーポン
500円引きの利用ができます。

※洋菓子1,000円以上のご購入でクーポン
500円引きの利用ができます。

※洋菓子1,000円以上のご購入でクーポン
500円引きの利用ができます。

※洋菓子1,000円以上のご購入で
クーポン500円引きの利用が
できます。

※洋菓子1,000円以上のご購入で
クーポン500円引きの利用が
できます。

銅製の型と蜜蝋を使用した
伝統製法で作りました。
銅製の型と蜜蝋を使用した
伝統製法で作りました。

サクッとしたビスケットを口にしますと、クリームたっぷりの
中に甘いいちじくの香りが広がります。
サクッとしたビスケットを口にしますと、クリームたっぷりの
中に甘いいちじくの香りが広がります。

当店一番人気のり
んごチョコレート。
蜜に漬けたりんごに
シナモン､コーヒー
の風味をつけミルク
チョコレートでコー
ティングしました。

当店一番人気のり
んごチョコレート。
蜜に漬けたりんごに
シナモン､コーヒー
の風味をつけミルク
チョコレートでコー
ティングしました。

おすすめ商品おすすめ商品

おすすめ商品おすすめ商品

おすすめ商品おすすめ商品

おすすめ商品おすすめ商品

Summer  Sweets  FestivalSummer  Sweets  Festival
Happy!!Happy!! ハッピー！！サマースイーツフェスティバルハッピー！！サマースイーツフェスティバル

自己啓発チケット
助成対象

自己啓発チケット
助成対象

お1人
4枚まで
1回限り

※6歳未満入場不可

キ リ ト リキ リ ト リ


