
全席
指定

限定
あり

注文番号 開演日時
1,500円組合員価格

2月11日（土・祝）14：00
2023年

（ ）組合員・一般価格
とも同一価格

お届け日D

お届け日D

新型コロナウイルス感染症での対応について

あらかじめご了承の上お申し込みください。

・各公演会場、施設、レストラン等ではガイドラインに基づき対策を実施した上で

営業されています。予告なく休業や時間短縮、入場制限などになる場合がござい

ますので、ご利用前にホームページ等でのご確認をお願いします。

・遊園地やレストラン等の施設において、有効期間中営業されている場合は払い戻

しできません。有効期間が延長される場合はコープしがホームページにてご案内

いたします。

・指定席については、感染予防に配慮した配席のためお隣同士になら

  ない可能性もございます。

・公演中止等により払い戻しになる場合はお葉書等でお知らせいたし

  ます。開催される場合は払い戻しできません。

お届け日B 宅　配
受取印

お届け日B 宅　配
受取印

お届け日B 宅　配
受取印

077-523-7136
◆お問い合わせ／びわ湖ホールチケットセンター

◆お問い合わせ／サウンドクリエーター

［曲目］ブラームス：ハンガリー舞曲第5番
　　　　ヤング：映画『80日間世界一周』テーマ  ほか

会場 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 中ホール

京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル

京都しんふぉにえった
気軽にクラシック34

◆アクセス／●JR「大津駅」より徒歩約20分。またはバス湖岸線約5分（大津商工会議所前下車、徒歩約4分）
　　　　　　●JR「膳所駅」より徒歩約15分 ●京阪電鉄（石山坂本線）「石場駅」より徒歩約3分

●6歳未満入場不可。
●やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

会場 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 大ホール

限定
あり

全席
指定

公演日時 2023年2月12日（日）17：00開演
注文番号 組合員価格席  種 当日価格

高校生以上～25歳以下

8,000円一般（26歳以上）

4,000円

組合員・
一般価格
とも
同一価格小中学生 2,000円

（10：00〜19：00 火曜日休館、休日の場合は翌日）06-6357-4400

◆アクセス／
　●JR「大津駅」より徒歩約20分。またはバス湖岸線
　　約5分（大津商工会議所前下車、徒歩約4分）
　●JR「膳所駅」より徒歩約15分 
　●京阪電鉄（石山坂本線）「石場駅」より徒歩約3分

（平日12:00〜15:00　祝日を除く）https://www.sound-c.co.jp/contact/

宅　配
受取印

S席
指定

限定
あり

宝塚歌劇 花組公演

0570-00-5100

http://kageki.hankyu.co.jp/

◆お問い合せ／
　宝塚歌劇インフォンメーションセンター

◆宝塚歌劇公式ホームページ

10：00～18：00（水曜定休）

宝塚大劇場会場

《主演》 柚香光、星風まどか

©宝塚歌劇団柚香 光（左）、星風まどか

◆アクセス／
●JR東海道本線にて大阪駅で乗り換え、
　JR福知山線（宝塚線）快速にて「宝塚駅」下車
　徒歩約10分

注文番号 開演日時
8,800円組合員価格 各

1月12日（木）11：00

1月14日（土）11：00

1月16日（月）13：00

1月22日（日）11：00

1月27日（金）13：00

2023年

2023年

2023年

2023年

2023年

（ ）組合員・一般価格
とも同一価格

※写真は対象公演とは異なります（イメージ） ©宝塚歌劇団

ミュージカル・ロマン

原作／クロード・アネ　　脚本／柴田侑宏 　潤色・演出／小柳奈穂子

『うたかたの恋』

　クロード・アネの小説「マイヤーリンク」をもとに、19 世紀のオーストリアで実際に起こった皇太
子ルドルフと男爵令嬢マリーの悲恋を、柴田侑宏がドラマティックに描きあげた『うたかたの恋』。
幾度も再演を重ね、宝塚歌劇を代表するミュージカルの一つとなった本作が、 1983 年の初演から 
40 周年となる 2023 年、小柳奈穂子演出により 30 年ぶりに大劇場の舞台に甦ります。
　宝塚歌劇ならではの儚くも美しい究極の愛を描いた脚本の魅力を生かしながら、新たな演出でお届
けする 2023 年版『うたかたの恋』にご期待ください。

作・演出／野口幸作
タカラヅカ・スペクタキュラー

ア ン シ ャ ン ト マ ン パルファン

『ENCHANTEMENT ―華麗なる香水―』

　“ENCHANTEMENT”とは、“魔法にかかる、恍惚とする”を意味するフランス語。
　調香師のレイが魔法の香水を振りかけると世界は薔薇色に輝きはじめ、人々は魅惑の宵へと誘われ
ていく…。時代のエッセンスを絶妙な香調（ノート）で再現し、人生を鮮やかに彩る香水。古今東西の様々
な名香から想起される美しい恋、幻想、夢を、タカラヅカ・レヴューに昇華し、魔法のような時間を
お届け致します。
　世界中の人々を魅了する香水をテーマに、柚香光率いる花組が 2023 年の幕開けを飾る荘厳華麗な
レヴュー作品にご期待くだ さい。

お届け日C

シライシアター野洲（野洲文化ホール）

077-587-1950◆お問い合わせ／シライシアター野洲

京都フィルハーモニー室内合奏団

クリスマスコンサート

お届け日B 宅　配
受取印

会場

◆アクセス／●JR「野洲駅」｠南口下車3分
※駐車場はございません。お車でのご来場はご遠慮ください。

開催日時 12月24日（土）14：00開演

限定
あり

全席
指定

●2歳未満のお子様は膝上無料。但し、2歳未満で
　座席が必要な方はチケットをご購入ください。

注文番号 券　種

おとな（中学生以上）

こども（2歳～小学生）

2,000円

組合員価格 一般価格

1,000円

ペア券（おとな＋こども） 2,500円

0歳の
赤ちゃんから

入場OK！

組合員・
一般価格
とも
同一価格

家族そろって楽しめる

　ファミリーコンサート！

家族そろって楽しめる

　ファミリーコンサート！

家族そろって楽しめる

　ファミリーコンサート！

イベント情報は鈴鹿サーキットホームページへ https://www.suzukacircuit.jp/
パーク1デーパスポート

生 協
配 達お届け日A

営業時間 10：00～17：00

注文番号 商品名／内容

大　人（中学生以上）

子　供（小学生）

幼　児（3歳～）

4,800円4,400円

組合員価格 通常価格

3,400円3,000円

2,200円1,900円

※営業時間は、日により異なります。
　詳しくは鈴鹿サーキットへお問い合わせください。

パーク1デーパスポート

◆お問い合わせ／鈴鹿サーキット 059-378-1111（代）

●パーク１デーパスポートは、サーキットチャレンジャーを除くすべての乗り物に
お乗りいただけます。●チケットの返品・交換はできません。●各のりものは、整
備点検その他の理由により、運休する場合がございます。●大人（中学生以上）・子
供（小学生）の区分けにつきましては4月1日を新学年開始日とさせていただきます。
●シニア（65歳以上）の方は現地で年齡を証明できるものが必要です。

※チケット有効期間／お届け日〜2023年2月28日（火）

※今後の社会状況に合わせて予告なく内容を変更する場合がございます。
　施設の営業情報を事前にホームページでご確認のうえ、ご来園ください。
※休園日（予定）／2023年1月10日〜19日、1月30日〜2月3日

シニア（65歳以上） 3,400円3,000円

詳しくは鈴鹿サーキットホームページへ https://www.suzukacircuit.jp/

（パーク入園＋アトラクション乗り放題）

チャレンジしたくなるアトラクションがいっぱい！チャレンジしたくなるアトラクションがいっぱい！チャレンジしたくなるアトラクションがいっぱい！

◆アクセス／●JR「野洲駅」｠南口下車3分 ※お車でのご来場はご遠慮ください。

◆アクセス／●JR「野洲駅」｠南口下車3分 ※お車でのご来場はご遠慮ください。

077-587-1950◆お問合せ／シライシアター野洲（野洲文化ホール）

宅　配
受取印

●未就学児入場不可。
●A席は会場販売のみとなります。

注文番号 開演日時
6,600円組合員価格

S席

12：30

16：30

各

2023年

2月9日（木）

（ ）組合員・一般価格
とも同一価格

全席
指定

限定
あり

会場  シライシアター野洲（野洲文化ホール）

会場  シライシアター野洲（野洲文化ホール）

水森かおり

『第26回 BEGINコンサートツアー2023』

コンサート2023
ご当地ソングの女王！
待望の野洲公演が決定！！

●未就学児童は、保護者1名につき、膝上観覧1名まで無料。
　(座席が必要な場合はチケットをご購入ください)。
●未就学児童、小中学生チケット、25歳以下のチケットをお持ちのお客様はご入

場の際、身分証明書（保険証や学生証など。コピー不可）を確認させていただく場
合がございます。当日はご用意の上、ご来場ください。

●小学生・未就学児童のみでの入場は出来ません。 

・マスクの着用や手洗い、消毒、密集・密接を避けるなど、基本的な感染防止対策にご協力をお願いいた
します。・ご入場時、非接触型の体温計にて検温を実施させていただきます。・大声でのステージへの
お声がけ、歌唱等はご遠慮ください。・分散入場、規制退場とさせていただく場合がございます。・ご来
場前にBEGINオフィシャルサイトの注意事項をご確認ください。https://www.begin1990.com/

気軽に楽しめる 1 時間のコンサート。
「音楽を編曲・創作し楽しむこと」をモットーに
結成されたユニットが登場します。

●未就学児入場不可。
●お一人様4枚まで。

全席
指定

限定
あり

注文番号 開演日時
7,000円組合員価格

1月29日（日）16：30

（ ）組合員・一般価格
とも同一価格

宅　配
受取印

◆お問い合わせ／キョードーインフォメーション 0570-200-888

2023年のコンサートツアーが決定！

南こうせつ コンサートツアー2023
～夜明けの風～

2023年

『雨あがる』
山本周五郎＝原作

注文番号 開演日時
8,000円組合員価格

1等席

2023年 1月  6日（金）11：00

2023年 1月10日（火）11：00
2023年 1月11日（水）11：00
2023年 1月12日（木）11：00
2023年 1月13日（金）11：00

（ ）一般価格
10,000円各

限定
あり

全席
指定

●未就学児入場不可。
●上演時間 2時間30分
 （休憩1回含む）

来年初春は、先斗町歌舞練場で、山本周五郎原作『雨あがる』を上演します。
ゲストに歌手の松原健之さんを迎え、素敵な声を劇中で披露していただきます。

※コロナ感染拡大予防対策
　の為、劇場内での飲食は
　お断りしております。

2023年 1月14日（土）11：00

06-6212-9600◆お問い合せ／劇団前進座 関西事務所
◆アクセス／●京阪「三条駅」下車 6番出口より徒歩5分　●市バス5.17.205系統「河原町三条」下車 徒歩5分

先斗町歌舞練場
会場

2023年 1月15日（日）11：00

2023年 1月16日（月）11：00

出演／早瀬栄之丞、浜名実貴、黒河内雅子、中嶋宏太郎、上沢美咲、北澤知奈美、横澤寛美、松涛喜八郎、
　　　柳生啓介、中野里咲、清水麻美、山本春美、松川悠子、新村宗二郎、藤井偉策、上滝啓太郎

ゲスト出演／松原健之(ジェイピィールーム）
まつばらたけし

チ

ケ

ッ

ト

2022年１１月４回
サービス事業

●座席はおまかせになります。指定はできません。
（後方席や１階以外の場合もございます。）
●座席指定のチケットをお友達同士でご利用の方は、お

ひとりが代表で注文書にてご注文下さい。まとめてお
席をご用意させていただきます。

●申込多数の場合は抽選となります。その場合も、一旦
商品お届け明細下欄に受付と記載されます。

　抽選漏れの方には、注文書提出の翌週末までにお知ら
せのハガキを送り、後日返金処理をいたします。

●抽選にならなかった場合や、抽選になっても当選の方
にはご案内はいきません。

全席
指定

限定
あり

※ご注文は以下の内容をご了承の上お申し込みください。

※本広告に掲載している商品に対する利用分量割戻およびポイントは対象外です。
　チケットは共同購入、個配組合員のみ注文書・電話注文・インターネット注文にてお申し込み
いただけます。チケットは消費税を含んでいます。

注文書提出後のチケットの返品・交換・キャンセル・追加・変更
はできませんので、よくお確かめのうえ、お申し込みください。

ご注文日時・注文番号・注文枚数を必ずご確認ください。

個配ご利用の方でチケットのみのお届けとなった場合も、
お届け時に個配手数料が必要ですのでご注意ください。

旅行割等の各種キャンペーンには対応しておりません。

●車イス席のご注文は各会館に直接お申し込みください。
　コープしがでのご注文は一般席とさせていただきます。

座
席
・
抽
選
に
つ
い
て

チケットは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ページ上部の注意事項をよくお読みいただき、注文番号や注文枚数のご確認をお願いします。ご注文後の変更やキャンセルはできません。ご注文後の変更やキャンセルはできません。

注文書提出日
自動

引落し日請求回

月 火 水 木 金

12月1回

11月5回

12/5（月）前後

12月2回12/12（月）前後

12月3回12/19（月）前後

お届け日B宅　配
受取印

11/28 29 30 12/1 2

11/14 15 16 17 18

お届け日A生 協
配 達

12/27（火）

1/27（金）

宅　配
受取印 お届け日C

宅　配
受取印 お届け日D

144185

144258
144266
144274

144193

144207

144215

144223

144231

144053
144061
144070

144011
144029
144037
144045

144088
144096

144240

144100
144118
144126
144134
144142
144151
144169
144177


