
会場 ひこね市文化プラザ グランドホール

◆アクセス／●JR琵琶湖線「南彦根駅」下車、バス約5分  
　　　　　　●名神高速道路　彦根IC下車　車約15分

0749-27-5200 (9:00～19:00/月曜休館・祝日の場合は翌平日）

◆お問い合わせ／ひこね市文化プラザチケットセンター

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。

宅　配
受取印

S席
指定

限定
あり

宝塚歌劇 星組公演

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）
※4月22日より月曜定休

宝塚大劇場会場

《主演》 礼 真琴、舞空 瞳 

©宝塚歌劇団礼 真琴（右）、舞空 瞳
　Photographer/LESLIE KEE（SIGNO）

◆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

6月  3日（土）11：00

6月  4日（日）11：00

6月  9日（金）13：00

6月20日（火）11：00

6月21日（水）13：00

（ ）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

スペクタクル・ミュージカル
三井住友VISAカード シアター

Le Spectacle Musical ≪1789 - Les Amants de la Bastille≫
Produced by NTCA PRODUCTIONS, Dove Attia and Albert Cohen
International Licensing & Booking, G.L.O, Guillaume Lagorce
潤色・演出／小池 修一郎 

『1789 －バスティーユの恋人たち－』

　様々な話題作を生み出したドーヴ・アチアとアルベール・コーエンによるミュージカル「1789」
は、2012年にフランスでの初演が絶賛を博し、大ヒットを記録した作品。2015年に日本初
演を果たした月組公演は、軽快なロックナンバーに乗せたドラマティックな演出が鮮烈な印象
を残し、再演希望の声が多数寄せられる人気作となりました。初演から8年を経た2023年夏、
ついに星組での再演が決定。革命前夜のフランスを舞台に、運命に翻弄されながらも愛と理想
を追い求める若者達の姿を描いた物語において、主人公ロナンを演じるのは、確かな実力に加
え作品毎に更なる飛躍を遂げる星組トップスター礼真琴。フレンチ・ロックで紡ぐ、スペクタ
クル感溢れる傑作ミュージカルの待望の再演を、是非お楽しみください。 

お届け日C

お届け日B 宅　配
受取印

荒牧陽子＆松浦航大
最強!! 歌マネ ジョイントコンサートinひこね

東映太秦映画村

注文番号 商品名／内容

大　人

中高生

子供
（3歳～小学生）

2,400円2,200円

組合員価格 当日価格

1,400円1,300円

1,200円1,100円

映画村入村券
注文番号 商品名／内容

大　人

中高生

子供
（3歳～小学生）

4,300円3,600円

組合員価格 当日価格

3,300円2,700円

3,100円2,500円

映画村入村券＋扮装写真引換券 チケット有効期限／
2024年3月31日まで

チケット有効期限／
2024年3月31日まで 扮装写真引換券

お姫様、お殿様、新選組など約30種
類からお選びください。洋服の上から
の扮装で本格的扮装ではありません。

（お一人様一枚写し・7分身）
  身長130cm以上の方に限ります。

楽しい扮装写真（Lサイズ、台紙付）

がわずか5分で仕上がります

※撮影などの都合によりイベントが変更・中止になる場合がございます。
その他、忍者ショー、ちゃんばら、アトラクションや扮装コーナーもございます。

お届け日A 生協
配達

0570-064349◆お問い合わせ／東映太秦映画村 http://www.toei -e igamura.com

【営業時間】時期により異なります。お問い合わせください。
【休村日】2024年1月中旬（施設にご確認ください。）

こちらの画像は本格扮装になります。

毎回完売が続く 恒例の野洲公演が 今年も決定！！

●未就学児入場不可。

●未就学児入場不可。託児サービス（有料）があります。（事前予約要）

全席
指定

限定
あり

注文番号 開演日時
3,800円

組合員価格
（前売り価格）

6月18日（日）14：00

（ ）当日価格
4,300円

全席
指定

限定
あり

注文番号 開演日時
4,500円組合員価格

7月1日（土）15：00

お届け日B 宅　配
受取印

077-587-1950
◆アクセス／●JR「野洲駅」下車3分 ※お車でのご来場はご遠慮ください。

桂米朝一門会 南光・塩鯛・米團治・吉弥

会場  シライシアター野洲
（野洲文化ホール）

◆お問い合わせ／シライシアター野洲

南
光

塩
鯛

米
團
治

吉
弥

お届け日B06-6966-6555◆お問い合わせ／公演事務局
◆アクセス／●JR「大阪駅」桜橋口より徒歩11分 　

速報‼ テレビ・ステージで大活躍の“スーパー銭湯アイドル”純烈の
2023 年夏の大阪公演決定‼
新しいメンバーを迎えて歌って踊れる
楽しいステージをたっぷりお届いたします。

ともに「ものまね王座決定戦」優勝経験
のある圧倒的な歌唱力のものまねクイー
ン・荒牧陽子と変幻自在の七色ボイス・
松浦航大のライブが彦根で開催！
懐かしのあの人や今大注目のあんな人ま
で！これを観れば本家のライブに行った
気になれちゃう！？二人が巻き起こす歌
マネの世界をとくとご覧あれ！

会場 フェスティバルホール

注文番号 開演日時
5,500円組合員価格

14：00

18：00

各

7月13日（木）

（ ）前売り価格
7,000円

全席
指定

限定
あり

宅　配
受取印

純烈 コンサート2023
なんてったってスーパー銭湯アイドル！

●未就学児入場不可。

（ ）組合員・一般価格
とも同一価格

UZUMASA 
仮面ライダーワールド （毎日）

エヴァンゲリオン京都基地
世界初！  乗れるエヴァ！ （毎日）

クワガタオージャーがやってくる！
（〜5/20の土日祝）

仮面ライダーギーツ、
レジェンドライダーがやってくる！

ひろがるスカイ！
プリキュアがやってくる！

映 画 村

イ ベ ン ト 開 催春

（平日10:00～17:00）
077-524-0153◆お問い合わせ／びわ湖放送株式会社

会場 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

お届け日B 宅　配
受取印

全席
指定

限定
あり

Hiromi Go Concert Tour 2023
NEW INTENTIONS

注文番号 開演日時
9,500円組合員価格

7月6日（木）17：45

（ ）一般価格
10,000円

●3歳未満のお子様のご入場はお断り致します。
3歳以上のお子様がご入場される際はチケット
が必要になります。

◆アクセス／●JR「大津駅」より徒歩20分。またはバス約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「石場駅」より徒歩約3分

昨年、デビュー50周年のアニバーサリーをファンの皆さんと駆け抜けた郷ひろみ。
51年目、大きな絆を感じながら、新たな大航海が始まります！

（〜5/20の土日祝）

（〜5/20の土日祝）

チ

ケ

ッ

ト

2023年 ５月１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

5/8 9 10 11 12

4/24 25 26 27 28
自動

引落し日請求回

5月2回お届け日A生協
配達

月 火 水 木 金

5月3回5/15（月）前後お届け日B宅　配
受取印

5月4回5/22（月）前後宅　配
受取印 お届け日C

6/27（火）

6/27（火）

5/29（月）
5/8（月）～5/10（水）

5/11（木）～5/12（金）

140121

140139

140147

140155

140163

140074

140082

140091
140104

140015
140023

140031

140040
140058
140066140112


