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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）

申込・
受取方法窓口販売

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
合計4枚まで
1回限り

販売期間：
2/6（月）～
売切れ次第終了

時　　間

2023年4月22日（土）～2023年6月11日（日）
松坂屋美術館（松坂屋名古屋店 南館7階）

10:00～18:00

「アニメージュとジブリ展」

※最終入場は17：30まで
※差額はジョイフル中勢の補助です。

※最終日は17:00閉場(最終入場は16:30まで)

スタジオジブリの原点を振り返る展覧会。
雑誌「アニメージュ」（徳間書店）の1978年創刊当時から
80年代に焦点を当てた展覧会を開催いたします。まだ
アニメという言葉さえ広がっていない時代から、1979年
に登場した「機動戦士ガンダム」の大ヒットによりアニメ
が大きく飛躍するブーム期が訪れます。そして、鈴木敏
夫が後のジブリにつながる高畑勲・宮崎駿両監督を見
出し、「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」の映画製
作に傾倒するまでの道のりを紹介いたします。
※状況により営業日や時間、展示内容、イベント内容等に
変更が発生する場合がございます。予めご了承ください。

●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

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

吉本新喜劇＆バラエティin 三重人形浄瑠璃 文楽 （字幕付き）

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。

≪重要≫
キョードー東海HP（https://kyodotokai.co.jp/events/detail/2526）に記載の注意事
項を必ずご確認・ご了承のうえお申込みください。

昼の部 13：00 開演
「花競四季寿」より 万歳・鷺娘
「冥途の飛脚」 羽織落としの
段、封印切の段

夜の部 17:00 開演
「団子売」
「菅原伝授手習鑑」寺入りの段、
寺小屋の段

【出演】杉真理 坂崎幸之助 RICKY 上田雅利 清水仁
伊豆田洋之　小泉信彦
<ゲスト>小堀勝啓

【プログラム】
シューベルト：ピアノ･ソナタ 第13番 イ長調 D.664 op.120
J.S.バッハ=ブゾーニ：無伴奏 ヴァイオリン･パルティータ
　　　　　　　　　 第2番 ニ短調 BWV1004 より「シャコンヌ」
J.S.バッハ=ブゾーニ：コラール 前奏曲「主よ、われ汝に呼ばわる」 BWV639
ブラームス：ピアノ・ソナタ 第3番 へ短調 op.5

今回のテーマは“ドイ
ツ音楽”。
ショパン同様、ピアニ
ストが避けては通れな
いバッハ、シューベル
ト、ブラームス――
シューベルトの柔らか
で幸福感溢れる音から
ブラームスの重厚な音
まで、色彩感溢れる彼
の音色に翻弄される気
持ちよさをぜひ体感し
てみてください。

ベートーヴェン：
スプリング・ソナタ
プーランク：
フルート・ソナタ 他

出演予定：
新喜劇座長 すっちー
COWCOW、パンクブーブー、トータルテンボス、
ハイキングウォーキング、笑い飯、おかずクラブ、
コロコロチキチキペッパーズ
※出演者の都合により変更になる場合もございます。

【出演】
＊渡辺貞夫 (as)/
Sadao Watanabe
＊小野塚晃 (p)/
Akira Onozuka
＊マルセロ木村 (g)/
Marcelo Kimura
＊コモブチキイチロウ (b)/
Kiichiro Komobuchi
＊竹村一哲 (ds)/
Ittetsu Takemura
※演目、出演者等変更になる場合がございます

1960年代からジャズにブラジル音楽を取り入れてきた渡辺貞
夫。郷愁を誘うメロディのオリジナル曲やボサノヴァ、サンバのス
タンダード曲を気心の知れたミュージシャンと演奏する。

THE BEATLESをこよなく愛するミュージシャンたちによる
トリビュート・ライブ「DearBEATLES」名古屋公演が決定！

枚　　数
会員料金
申込締切

2023年3月19日（日）昼の部開演13:00
　　　　　　　　　　　　 夜の部開演17:00

2023年2月8日（水）

三重県文化会館 中ホール
各10枚 1,700円（一般価格2,00０円）

※未就学児入場不可
※未就学児入場不可 ※5歳以上有料、4歳以下は

ひざ上のみ無料

余暇チケット
助成対象

2023年4月8日（土）開演 14:00
枚　　数
会員料金
申込締切 2023年2月8日（水）

三重県文化会館 大ホール
10枚

高木綾子フルートリサイタル

2023年3月9日（木）開演 18:30
6,800円（一般価格7,00０円）

4,600円（一般価格5,00０円）

7,300円（一般価格8,00０円）

枚　　数
会員料金
申込締切

2023年3月26日（日）開演 ①12:00　②15:30

2023年2月8日（水）

三重県文化会館 大ホール
全席指定各20枚
4,300円（一般価格5,80０円）

余暇チケット
助成対象

枚　　数
会員料金
申込締切 2023年2月8日（水）

三井住友海上しらかわホール
10枚

渡辺貞夫
SAUDADE TO BRAZIL

※未就学児入場不可

※未就学児童入場不可

余暇チケット
助成対象

2023年3月10日（金）開演 18:30
枚　　数
会員料金
申込締切 2023年2月8日（水）

名古屋市公会堂
指定席10枚

4,300円（一般価格5,00０円）
※未就学児入場不可

2023年2月8日（水）

10枚

Dear BEATLES 2023

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

ⒸFUMI

ⒸAriga_Terasawa

ⒸStudio Ghibli ⒸKanyada

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18日（土）開演 13:30
愛知県芸術劇場コンサートホール

牛田智大 ピアノ･リサイタル

お1人合計2枚まで

お1人合計2枚まで

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

8,200円（一般価格8,80０円）
※3歳以上有料(3歳未満の方は入場不可)

2023年2月8日（水）

指定席各10枚枚　　数
会員料金

前売 一般・大学生1,100円（当日1,50０円）
前売 小学生 300円（当日60０円）

各20枚枚　　数
会員料金

申込締切

2023年3月18日（土）開演 18:00
2023年3月19日（日）開演 15:00
日本ガイシホール

Aimer Arena Tour 2023
-nuit immersive-

余暇チケット
助成対象

【出演】
石丸幹二／柿澤勇人（Wキャスト）、
笹本玲奈／真彩希帆（Ｗキャスト）、
Dream Ami／桜井玲香（Ｗキャスト）、
石井一孝／上川一哉（Ｗキャスト）、
畠中 洋、佐藤 誓、栗原英雄、
宮川 浩、川口竜也、伊藤俊彦、
松之木天辺、塩田朋子 ほか
【キャストスケジュール】
4/9(日) 柿澤勇人、笹本玲奈、
桜井玲香、石井一孝
手にするのは愛か、破滅か――2023年、待望の再演決定！
恐ろしくも美しい物語を豪華キャストと流麗な楽曲で鮮烈に描き出す、2023
年版『ジキル＆ハイド』に是非ご期待下さい。
ひとつの体に宿った二つの魂“ジキル”と“ハイド”の死闘は、破滅へ向けて驚
くべき速さで転げ落ちて行く……果たしてジキルの運命はいかに……。

12,300円（一般価格14,00０円）
※未就学児童入場不可

※未就学児は無料。未就学児のお客様は必ず
保護者(18歳以上)同伴でご入場ください。

2023年2月8日（水）

S席10枚枚　　数
会員料金
申込締切

2023年4月9日（日）開演 12:00
愛知県芸術劇場 大ホール

ミュージカル『ジキル＆ハイド』 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
●利用できるのは対象店舗のみ
●他の割引との併用不可
●外でごはんとの併用不可
●現金での支払いのみ
●不正利用があった場合、事業所経由で会員へ請求します。

《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２枚以外は使用不可
●他人へクーポンの譲渡、譲受は不可
●利用できるのはパティスリーラ･パルムドールのみ
●他の割引との併用不可
●現金での支払いのみ
●不正利用があった場合、事業所経由で会員へ請求します。

《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２枚以外は使用不可
●他人へクーポンの譲渡、譲受は不可
●利用できるのはパティスリーラ･パルムドールのみ
●他の割引との併用不可
●現金での支払いのみ
●不正利用があった場合、事業所経由で会員へ請求します。

・寿司割烹あら井 ・四季さかな
・寿司割烹おくの ・食事処 寿音
・磨洞温泉 涼風荘  ・料亭 はな房
・割烹茂波
・シャトーラ･パルム･ドール　・東洋軒本店
・リストランテ ラ プラティーノ

対象店舗

※写真はイメージです

寿司･割烹あら井

住　　所 : 津市寿町 17-31
電話番号：059-228-9595
営業時間：平日11:30～14:00　17:00～21:00
定 休 日 : 水曜 .･第三火曜の夜

寿司会席
￥4,000（税込）￥5,500（税込） クーポン利用で

単品で2,620円の「上にぎり」が付きますので
とてもお得なコースになります。(他に6品)

伊勢湾や熊野灘の三重県産のものを中心に可愛く春の装いを感じ
させてくれる懐石コースです。女子会や送別会にもぴったりです。

おすすめ
四季さかな

住　　所 : 津市香良洲町1582
電話番号：059-264-7518
営業時間：11:30～14:00　17:00～21:00
定 休 日 : 水曜日（月2回不定休）

ジョイフル中勢特別懐石～春うらら～
￥3,500（税込）￥5,000（税込） クーポン利用で

※他の3,500円以上のコースにもご利用いただけます。

おすすめ

寿司割烹おくの

住　　所 : 津市久居元町2350-6
電話番号：059-254-5000
営業時間：11:30～14:00(LO13:30)　17:00～22:00(LO21:30)
定 休 日 : 水曜･第 3 火曜

5,000円会席
￥3,500（税込）￥5,000（税込） クーポン利用で

おすすめ

食事処 寿音

住　　所 : 津市丸之内27-16
電話番号：059-225-8565
営業時間：11:00～14:30(LO14:00)　17:00～21:00(LO20:00)
定 休 日 : 水曜

春うらら膳
￥2,000（税込）￥3,500（税込） クーポン利用で

おすすめ

磨洞温泉 涼風荘

住　　所 : 津市半田 2860-1（県道 118号沿い）
電話番号：059-228-8413
営業時間：11:00～14:00　18:00～21:00
定 休 日 : 不定休

お市の膳
￥5,100（税込）￥6,600（税込） クーポン利用で

おすすめ 要予約

前菜･酢の物・茶碗蒸し・刺身・焼物・揚物・寿司・
デザート

前菜・お造り・焼物・揚物・むし・飯物・香物・汁物・
デザート・コーヒー

※写真はイメージであり、
天候その他により料理が変
更となる場合があります。

お城と森のウエディング＆フランス料理レストラン

婚礼料理を手がけるシェフの本格フレンチがリーズナブルな価格でご利用いただけます。

※他の3,500円以上のコースにもご利用いただけます。

生クリームやバターを極力使用せずヘルシーに仕上げた体に優しいランチ＆ディナー共通フルコース

住　　所 : 津市あのつ台5-2-1　　電話番号：059-236-6583
営業時間：11:30～14:00（CLOSE16:00）　18:00～19:30（CLOSE22:00）
定 休 日 :月曜、火曜（祝日を除く）

Sante～サンテ～
￥9,500（税込）￥11,000（税込） クーポン利用で

※他の9,350円（税込）以上のコースにもご利用いただけます。
◆ディナーに関してはサーヴィス料別途10％頂きます
◆個室利用に関しましてはランチ・ディナー共にサーヴィス料15％でご利用頂けます。

おすすめ

東洋軒本店

住　　所 : 津市丸之内29-17
電話番号：059-225-2882
営業時間：11:00～14:30（LO14:00）　17:00～21:00（LO20:00）
定 休 日 :月曜（月曜祝日の場合は翌火曜）

リストランテ ラ プラティーノ

住　　所 : 津市半田 1017-4アールベルアンジェMie 隣
電話番号：059-226-7555
営業時間：11:00～22:00　　定 休 日 : 火曜（祝祭日除く）

お
す
す
め

お
す
す
め

シャトーラ・パルム・ドール

ランチ

ディナー

ディナー

￥2,900（税込）￥4,400（税込） クーポン利用で

￥4,000（税込）￥5,500（税込） クーポン利用で

￥6,200（税込）￥7,700（税込） クーポン利用で

オードブル、スープ・パン、お好みパスタ、肉料理or 魚料理、デザート、コーヒーor 紅茶

アミューズ、冷前菜、温前菜、スープ・パン、肉料理or 魚料理、デザート、コーヒーor 紅茶

アミューズ、冷前菜、温前菜、スープ・パン、魚料理、肉料理、デザート、コーヒーor 紅茶

季節のコース

粋コース

￥4,000（税込）￥5,500（税込） クーポン利用で

￥7,300（税込）￥8,800（税込） クーポン利用で
季節の食材を使った東洋軒1番人気のコース。

シェフおすすめのコース。イセ海老の風味焼きやホホ肉煮込み料理のフルコース。

※品数は全て6品＋ごはん、赤出し、香の物＋デザート

松阪牛サーロイン

和牛ヒレ肉,あわび等

料亭 はな房

住　　所 : 津市乙部 28-1　　電話番号：059-224-0783
営業時間：11:30～14:00　17:00～21:00　　定 休 日 :日曜・祝祭日

会席料理
昼
夜

￥2,350（税込）￥3,850（税込） クーポン利用で

￥4,000（税込）￥5,500（税込） クーポン利用で

￥5,100（税込）￥6,600（税込） クーポン利用で

￥9,500（税込）￥11,000（税込） クーポン利用で

おすすめ
割烹茂波

住　　所 : 津市大門 23-12
電話番号：059-227-0620
営業時間：11:30～13:30　17:00～22:00
定 休 日 :日曜 .･祝日

季節の和会席コース
￥2,900（税込）￥4,400（税込） クーポン利用で

完全個室で安心してお食事を楽しんでいただけます。

前菜･お造り･焼物･一人鍋･
肉料理･揚物･食事･デザートおすすめ

要予約

※写真は全店舗すべてイメージです。

´


