
お届け日D

限定
あり

全席
自由

注文番号 組合員価格 公演日時 席 種 前売価格

3,000円7月7日（金）
19：30

一 般 3,500円

1,800円学生（25歳以下）

学生（25歳以下）

2,000円

3,500円

2,000円

3,000円7月8日（土）
13：30

一 般

1,800円

開催日 8月6日（日）

阪神タイガース VS 中日ドラゴンズ戦

◆アクセス／●阪神本線「甲子園駅」下車徒歩約3分

3塁
アルプス席
3塁
アルプス席

※雨天等による試合の有無など　050-5527-2512

阪神タイガース

阪神甲子園球場
座席表

https://hanshintigers.jp/ticket/guideline2023.html

※発売座席につきましては座席の前後・左右に空席を設けることなく販売する予定です。ただし、政府・自治体等の要請並びに
NPB ガイドラインが変更となった場合、販売方法の変更や入場者数の上限を設ける場合があります。また、新型コロナウイル
スの感染拡大の状況等に鑑み、大規模イベントの観客数上限が規制された場合でもご購入済みのチケットは有効とする想定で、
原則返金対応はいたしかねますので、ご同意いただいた上でチケットをご購入ください。（但し、状況によって変更の可能性有り）

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、試合開始時間や販売期間（販売停止を含む）、飲食・物販売店（売り子含む）
の営業体制（営業時間・アルコール飲料の提供有無）等が急遽変更となる場合がございます。詳細は阪神タイガース公式サ
イトにてご案内いたします。

※新型コロナウイルス感染防止対策は政府・自治体や NPB の方針等により急遽変更や緩和される場合がありますので、予め
ご了承ください。最新の感染防止対策については阪神タイガース公式サイトでご確認ください。

華麗なるオーケストラの世界 vol.6
喜古恵理香指揮  日本センチュリー交響楽団

名曲コンサート

ふたたび動き出す 私たちの大切な時間　あの頃の「想い」が聞こえてくる
日韓大ヒット映画「サニー」が世界初の舞台化　
80年代 J-POPSが彩るミュージカルとして新たに生まれ変わる！ 

アルティ・アーティスト・プロジェクト（A.A.P.）の芸術監督として多くの作品を残した望月則彦。
氏の没後10年となる年に、望月則彦の脚本・監修で2010年に発表した「カルミナ・ブラーナ」を
振付と演出を新たに上演します。

［出演］ 花總まり / 瀬奈じゅん / 
　　　 小林綾子 / 馬場園梓 / 佐藤仁美 / 渡邉美穂 / 須藤茉麻 / 片桐仁 / 他

［出演者］ 【ゲストダンサー】浅井永希（東京シティ・バレエ団）
　　　　 奥田明香、株田佳香、木下大輔、神田 花、河野早百合、佐々木舞、高橋 涼、田中裕子、
　　　　 津地夏希、寺倉礼那、中田亜優、楢原季里子、増田唯一、枡富元穂、吉田ルリ子

［出演］ 

深町ようこ／西光里咲 （アニーＷキャスト）

マルシア、 笠松はる、
財木琢磨、 島ゆいか　他

［出演］ 

深町ようこ／西光里咲 （アニーＷキャスト）

マルシア、 笠松はる、
財木琢磨、 島ゆいか　他

お届け日B 宅　配
受取印

お届け日B
宅　配
受取印

宅　配
受取印

注文番号 開演日時

10,000円組合員価格 各

7月11日（火） 13：00
7月12日（水） 13：00
7月12日（水） 18：00

全席
指定

限定
あり

（ ）一般価格
12,500円

注文番号 開演日時

8,400円組合員価格 各

8月  9日（水） 11：00
8月  9日（水） 15：30
8月10日（木） 11：00
8月10日（木） 15：30

注文番号 開演日時

8月11日（金祝） 15：30

8月12日（土） 15：30
8月13日（日） 15：30
8月14日（月） 11：00
8月14日（月） 15：30

全席
指定

限定
あり（一般価格 8,900円）

会場

席種

阪神甲子園球場
3塁アルプス席

●試合が中止になった場合の返金はコープしがよりさせていただきます。
球場やプレイガイドでは返金できません。 ●こども：4歳～中学生以下。た
だし3歳以下でもお席が必要な場合は入場券が必要です。 ●都合によりプ
レゼントの変更または中止になる場合がございます。詳しくは阪神タイ
ガース公式サイトをご覧ください。 

限定
あり

全席
指定 お届け日C 宅　配

受取印

注文番号 券　種 区分 組合員価格 当日価格

7月15日（土）18：00 おとな
阪神対中日

3,000円

こども 1,200円

7月16日（日）18：00 おとな
阪神対中日

3,000円

こども 1,200円

7月17日（月祝）18：00 おとな
阪神対中日

3,000円

こども 1,200円

3,000円

1,200円

1,200円

3,000円

1,200円

3,000円

試合開始2時間後までに
ご入場の入場券をお持ち
の小学生のお子様
先着7000名様。
サイズは150cmです。

　　の
こどもまつりKIDS ハッピ 

プレゼント！
KIDS ハッピ 
プレゼント！

【ご利用施設】大江戸温泉物語 箕面温泉スパーガーデン

※大浴場は一部、階段を昇降する必要があります。
※岩盤浴ご利用には別途料金が必要です。
※大浴場は一部、階段を昇降する必要があります。
※岩盤浴ご利用には別途料金が必要です。

※一部施設を休止している場合があります。詳しくは箕面温泉スパーガーデンの
　ホームページでご確認ください。

【チケット有効期間】お届け日〜2023年10月31日（火）

【ご利用時間】10：00〜23：45（入館は22：45 まで）
※コロナ禍により、予告なく営業時間の短縮、休館日を設定する場合がございます。

※17時以降のご利用は、上記の組合員価格よりも安くご利用できます。
　詳しくは、下段の電話番号にお問い合わせください。 
※消費税・入湯税（大人のみ75円）込み。 ※大人：中学生以上。
※特定日は大変混雑致します。特定日：土日祝等お問い合わせください。
※小学生以下のお子さまは、必ず保護者同伴でご利用ください。
※中学生以下で保護者同伴でない方は、必ず 19 時までにご退館ください。
※未成年のみでのご入館については、必ず 22 時までにご退館ください。
※コロナ禍により営業時間が変更になった場合は、入場制限年齢が変更になる場合がござ

いますので、事前に必ずご確認ください。
※駐車場：当館ご利用の方は入庫から6時間無料（以降、1 時間につき税込300円をいただきます）
※サービスデーにより大人の方が組合員価格より安い日がございますので、ホームページをご参照ください。

お届け日A 生協
配達

0570-041266◆お問い合わせ／大江戸温泉物語 箕面温泉スパーガーデン ナビダイヤル
◆アクセス／阪急「箕面」駅から徒歩5分、伊丹空港から車で20分、「新大阪」駅から車で25分、「大阪」駅・梅田から車で40分。

大江戸温泉物語 箕面温泉スパーガーデン入場券

注文番号 券　種

大人

小学生
2,113円
平日

2,553円
土・日・祝1,100円

組合員価格 通常価格

1,378円800円

幼児（3歳以上） 938円400円

箕面温泉スパーガーデン入館券

大浴場

有馬にならぶ関西の名湯、箕面温泉。
療養泉適格の炭酸水素塩泉で各種効能があるほか、女性には特に
うれしいつるつる美肌効果で「美人の湯」とも呼ばれています。

お届け日C

S席

限定
あり

0570-200-888◆お問い合わせ／キョードーインフォメーション

◆アクセス／●JR「大阪駅」桜橋口より徒歩11分 　
　　　　　　●大阪メトロ・京阪「淀屋橋」駅下車7番出口より徒歩5分

宅　配
受取印

コンサート2023 
石川さゆり

ミュージカル『SUNNY』

注文番号

7,500円

組合員価格開演時間 席種 一般価格

S 席
13：00

8,000円

7,000円17：00
※未就学児入場不可。
※BOX・A席もありますが、S席のみのご案内です。

フェスティバルホール会場

毎年恒例のコンサートが、音楽の殿堂・フェスティバルホールで決定！！
「津軽海峡・冬景色」「天城越え」等、名曲の数々を熱唱いたします。

◆アクセス／●JR「大阪駅」御堂筋北口より徒歩8分

梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ会場

シアター・ドラマシティシアター・ドラマシティ
会場

06-6377-3888◆お問い合わせ／梅田芸術劇場

◆アクセス／●JR「大阪駅」御堂筋北口より徒歩8分 06-7732-8887◆お問い合わせ／アニー公演事務局

●未就学児入場不可。
●出演者のスケジュールに変更
がありました場合には何卒ご
了承ください。

●4歳未満入場不可。
　チケットはお一人様１枚必要。
●休憩を挟んだ2幕構成となります。
●出演者、チームは都合により変更
の可能性があります。
●申し込み後の変更・キャンセルは
できませんので、予めご了承くだ
さい。　

●4歳未満入場不可。
　チケットはお一人様１枚必要。
●休憩を挟んだ2幕構成となります。
●出演者、チームは都合により変更
の可能性があります。
●申し込み後の変更・キャンセルは
できませんので、予めご了承くだ
さい。　

●未就学児入場不可。
●都合により出演者
　等が変更になる場
　合がございます。

◆アクセス／●JR「京都駅」より地下鉄烏丸線「国際会館行き」に乗車。「今出川駅」下車、6番出口を出て右手（南）側へ徒歩5分。

会場 京都府立府民ホール アルティ

望月則彦 追悼公演「カルミナ・ブラーナ」

アルティ・アーティスト・プロジェクト（A.A.P.）
Memorial dance performance

075 - 441-1414◆お問い合わせ／京都府立府民ホール アルティ

【脚本・監修】望月則彦
【演出・振付】山口陽子、河邉こずえ
【衣装協力】成安造形大学コスチュームデザインコース

阪神タイガース

生協
配達

お届け日A
梅田スカイビル空中庭園

中国料理『燦宮』『季節のランチコース 茉莉̶ジャスミン̶』

06-6440-3889（10:30～20:00）◆お問い合わせ／中国料理 燦宮 ◆アクセス／各線大阪梅田駅より徒歩約9分

注文番号券  種

大人お一人様

大人お一人様

季節のランチコース 茉莉 ̶ジャスミン̶ 4,300円 4,800円

組合員価格 通常料金

季節のランチコース 茉莉 ̶ジャスミン̶
＋空中庭園展望台入場券
＋絹谷幸二天空美術館入館券

5,800円 7,300円

6,100円5,300円

＊ご利用は２名様より承ります。 ＊料金はサービス料・消費税込み。＊大人・お子様は料金同額。当プラ
ンには、お子様料金の設定はございません。＊前日20時迄に必ずご予約の上、ご来店下さい。＊ご予約は
ご利用日から２ヶ月前より承ります。＊お料理内容は食材の入荷状況により変更になる場合がございま
す。＊レストランフロアのお座席のご指定はできません。＊やむを得ない事情により、臨時休業や営業時
間を短縮させていただく場合がございます。＊満席・貸切り営業の場合はご利用いただけない場合がご
ざいます。土日祝は混雑が予想されますので、お早めにご予約いただけますよう、お願い申し上げます。

【ご利用時間】平日･土日･祝11：30〜15：00
　　　          （最終来店時間14：00 L.O）
            ※ご利用は、ランチタイムのみになります。
            【営業時間が変更になる場合がございます】

【お食事会場】梅田スカイビルタワーイースト39階
　　　　　　 中国料理「燦宮」

Menu
季節の前菜盛り合わせ

トマトとオクラのさっぱり酸辣湯～サンラータン～
高知直送 白焼き鰻と夏野菜の炒め物
冬瓜の蒸し物 大和芋のすりながし
牛肩ロースの焼きしゃぶ

燦宮特製冷麺
デザート

※大人1名様追加料金￥4,800（税・サ込） コース料理のみ

大人お一人様

季節のランチコース 茉莉 ̶ジャスミン̶
＋お持ち帰りふかひれ拉麺（1食入り）
　お土産付き

＊毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）と展示替え期間は［絹谷幸二天空美術館］休館の為
　ご利用いただけません。 お持ち帰りふかひれ拉麺

（1 食入り）お土産付き

広東料理をベースとした燦宮オリジナルスタイルで、組合員様にお届けする他では味わえない魅惑の逸品を梅田スカイビル３９階からの景色とともに。
梅田スカイビル施設入場券や燦宮オリジナルお土産付きのプランなど、オプション選びもワクワクしますね。

【チケット有効期間】 お届け日〜2023年8月31日（木）
　　　　　　　　　　　　　　　※除外日：8/5 (土) 　※別途メンテナンス休業あり（不定休）　

◆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

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 （10：00〜19：00 火曜日休館、休日の場合は翌日）

オーケストラの名曲を日本センチュリー交響楽団に
よる本格的な演奏でお贈りするコンサートシリーズ。
今回は新進気鋭の指揮者 喜古恵理香を迎え、若く
清々しい指揮でベートーヴェンの「英雄」ほかをお届
けします。

［曲目］ビゼー：「アルルの女」第１組曲、第２組曲
　　　　ベートーヴェン：交響曲 第３番 変ホ長調 op.55「英雄」

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 7月17日（月祝）15：00開演

注文番号 組合員価格席  種 当日価格

A 席

4,400円S 席

3,300円

組合員・
一般価格
とも
同一価格青少年 S～A席（24歳以下） 1,650円

●6歳以上入場可。
●やむを得ない事情によりプログラム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。

指揮：喜古恵理香　　管弦楽：日本センチュリー交響楽団

喜古恵理香　　　　　　　　　　　　　　　　　日本センチュリー交響楽団

夏

丸美屋食品ミュージカル

『アニー』
日本公演初演から、

今年で38年目を迎える

人気ミュージカル。

世界大恐慌後の

ニューヨークを舞台に

孤児院で元気に暮らす

11歳の少女・アニーを描く物語。

日本公演初演から、

今年で38年目を迎える

人気ミュージカル。

世界大恐慌後の

ニューヨークを舞台に

孤児院で元気に暮らす

11歳の少女・アニーを描く物語。

© 出田 憲司

©Masaharu Eguchi

※画像はイメージです※画像はイメージです

大阪公演

チ

ケ

ッ

ト

2023年６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
自動

引落し日請求回

月 火 水 木 金

6月3回

6月2回

6/19（月）前後

6月4回6/26（月）前後

7月1回7/3（月）前後

お届け日B宅　配
受取印

6/12 13 14 15 16

5/29 30 31 6/1 2

お届け日A生協
配達

7/27（木）
宅　配
受取印 お届け日C

宅　配
受取印 お届け日D

145131
145149

145157
145165

145173
145181
145190

145220
145238
145246
145254

145271
145289
145297
145301

145262

145041
145050
145068
145076
145084
145092

145319

145327

145335

145203

145211

145017

145025

145033

145106
145114
145122


