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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

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

オペラ『森は生きている』オーケストラ版
三重県文化会館Produce シリーズvol.12
小菅優 ピアノ･リサイタル

お1人2枚まで お1人2枚まで
お1人2枚まで

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。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をご確認ください。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」に則って開催します。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をご確認ください。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。

清水ミチコリサイタル ～
カニカマの夕べ～、全国ツ
アーが決定しました！
ツアータイトルにある「カニ
カマ」は、清水が自身の芸風
を「本物のカニではないけ
ど、おいしい」と「カニカマ」に
例えることから。
2022年の時事ネタや“面白
音楽”、いろいろな人のモノ
マネを届けます。また、この
ツアーの“裏テーマ”は「祝
ユーミン50周年！」とのこと。
これまで披露してきたユー
ミンこと松任谷由実の「作曲
法」ネタや定番モノマネに加
え、新ネタを作成中！

“観ても、聴いても、美し
く、楽しいヴァイオリンア
ンサンブル”をコンセプト
に、誰もが知るクラシック
曲からジャンルを超えた
名曲まで、親しみやすいプ
ログラムでお送りする大
人気のコンサートの追加
公演が決定しました！

【曲目】
オール・ドヴォルザーク・プログラム
序曲「謝肉祭」Op.92
チェロ協奏曲 ロ短調Op.104 （チェロ独奏：宮田大）
交響曲第9番「新世界より」op.95

三重県文化会館Produceシリーズ
第12弾！
大作曲家たちによる初期の傑作を存
分に堪能するピアノソナタプロジェ
クト！
どうぞご期待ください。

【予定曲目】
J.S.バッハ：ソナタ BWV 963
ベートーヴェン：選帝侯ソナタ第2番 ヘ短調
プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第1番 ヘ短調
ブラームス：ピアノ・ソナタ第3番 ヘ短調

壮大な森を舞台に繰り広げられる、厳しくも温かい十二人の月の精たちの物
語。大晦日の晩、女王のわがままのために1人の娘が真っ暗な森でマツユキ
草を探すことになるが……。1992年の初演以来、全国各地で上演を重ねて
きた、こどもからおとなまで、世代を超えて愛され続けている作品です。眞鍋
卓嗣による新しい演出を特別な【オーケストラ版】でお届けします。

＜むすめ＞が
出会ったのは、
＜時間＞を
つかさどる
自然のまもり手

世界各国で感動の渦
を巻き起こしたホロ
グラムコンサートが待
望の日本初上陸！
最先端のホログラム
技術であの伝説の歌
姫が蘇る！
ホログラムで蘇ったホイットニー・ヒューストンが生バンド、ダンサーたちと
ともに“I Will Always Love You”“I Wanna Dance With Somebody”など
名曲の数々を歌い上げます。
これまでラスベガスやイギリスなどで上演され、地元ファン・メディアから
大絶賛されたホログラムコンサートをぜひその目でお楽しみください。
公式サイト：https://whitneyhologramjapan.com/

枚　　数
会員料金
申込締切

2023年3月5日（日）開演 14:00

2023年1月11日（水）

三重県文化会館 大ホール
10枚

4,600円（一般価格5,00０円）

※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※未就学児の入場は
ご遠慮ください。

余暇チケット
助成対象

2023年3月12日（日）開演 16:00

枚　　数
会員料金
申込締切 2023年1月11日（水）

三重県文化会館 大ホール
10枚
S席

一般

沼尻竜典指揮
新日本フィルハーモニー交響楽団

2023年2月11日（土・祝）開演 17:00

全席指定 6,400円（一般価格6,80０円） 全席指定 5,800円（一般価格6,50０円）

全席指定 2,700円（一般価格3,00０円）

S席 6,800円（一般価格9,00０円）

枚　　数
会員料金

申込締切

2023年3月21日（火・祝）開演 14:00

2023年1月11日（水）

津市久居アルスプラザ ときの風ホール
各10枚
2,800円（一般価格4,00０円）

高校生･大学生
中学生以下

1,800円（一般価格3,00０円）
1,800円（一般価格2,00０円）

余暇チケット
助成対象

枚　　数
会員料金
申込締切 2023年1月11日（水）

愛知県芸術劇場 大ホール
10枚

ホイットニー・ヒューストン
ホログラムコンサート

※3歳以上チケット必要

※未就学児童入場不可

余暇チケット
助成対象

2023年2月18日（土）開演 16:30

枚　　数
会員料金
申込締切 2023年1月11日（水）

愛知県芸術劇場 コンサートホール
10枚

※未就学児童入場不可
2023年1月11日（水）

10枚

高嶋ちさ子12人のヴァイオリニスト

自己啓発チケット
助成対象

お1人
4枚まで
1回限り

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

当日一般料金会員料金
一般
区分

30枚
枚数

1,800円1,300円
※未就学児童入場無料

Ⓒai ueda

Ⓒ)Marco_Borggreve

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。

お1人
10枚まで
1回限り

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

枚　　数
会員料金
申込締切

2023年3月17日（金）開演 18:00
名古屋市芸術創造センター

清水ミチコ

お1人合計2枚まで

お1人合計4枚まで

余暇チケット
助成対象

《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
●利用できるのは上記対象店舗のみ
●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）

まつりまつり冬の冬の和菓子和菓子

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。2023年1月5日（木）～1月31日（火）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 220円
いちご大福各種（いちごの大きさにより価格変動）
うま栗大福　　　 １個 170円
その他いろいろ

いちご大福　　1個 280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 230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。
※スタンプカードとの併用はできません。

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
270円⇨240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
240円⇨210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　月曜・火曜（祝日は営業）　新年は1/6より営業

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）594円（税込）
やじろ（5本入り）  594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1/10(火)は営業

※1/17(火)18(水)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　久居店･一志店9:00～18:00　白山店8:30～17:30
●定 休 日　不定休

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。

玉　餅店

ジェフグルメカードは有効期限がなく全国約35,000店
舗で使える上、各加盟店のジャンルも幅広くお持ち帰
り需要にも対応しております。外食を避けるのではな
く、コロナ禍による｢おうち時間｣を充実させるべく、お
気に入りの加盟飲食店の味を持ち帰って｢イエナカ外
食｣を楽しみましょう!

※お釣りでます。

お1人3セットまで
料　　金
有効期限

申込締切
受取期間

2023年1月15日（日）
2023年1月30日（月）～2月18日（土）

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

なし

有効期限
店　　舗

なし
全国共通お食事券
ジェフグルメカード

4,500円1セット （500円×10枚）
お1人4セットまで

料　　金
申込締切
受取期間

2023年1月15日（日）
2023年1月30日（月）～2月18日（土）

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

ミスタードーナツ商品券

全国のミスタードーナツ商品券取扱い店舗
1,600円1組 （500円×4枚）

なし
1セット

※お釣りはでません。

三井住友VJAギフトカード1,000円券

お1人3セットまで

会員料金
有効期限

申込締切
受取期間

2023年1月15日（日）
4,800円（1,000円×5枚）

2023年1月30日（月）～2月18日（土）

日本全国50万店以上で使える共通商品券！
季節のご挨拶やお祝いからゴルフコンペの商品に最適！

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




