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※イメージです

申込番号 商　　品　　名 容　　量 会　　員 一般価格（税込） 賞味期限（製造日より）

① 絹とうふ １２丁 １，３００円 １，８８０円 １6ヶ月

② アマノフーズみそ汁おたのしみ袋 ２８食 ２，２００円 ２，９１６円 １年間

③ TBC食物繊維200ml ２４本 １，２００円 ２，５９２円 １２０日

④ サンキスト100％　アップル200ml ２４本 １，２００円 ２，５９２円 １２０日

⑤ サンキスト100％　オレンジ200ml ２４本 １，２００円 ２，５９２円 １２０日

⑥ 森永マミー200ml ２４本 １，２００円 ２，５９２円 1２０日

⑦ ウィンダーinゼリーエネルギー/マスカット180ｇ ６ケ ７００円 １，296円 ３００日

⑧ ウィンダーinゼリーマルチビタミン/グレープフルーツ180ｇ ６ケ ７００円 １，296円 ３００日

磐田市の中小企業に働く皆さんと
その事業主が加入できます

会 員 募 集 中

菊屋オリジナル ねいるケアあんみん枕 

森永乳業(株)　商品斡旋

数　量 ５０セット（１会員計３セットまで） その他 引渡しは6月末予定です

価　格

6月10日木17：00締切日

枚　数 1００枚　（１会員２枚まで）
使用期限 令和5年6月24日

6月7日月17：00締切日2,400円 3,00０円
会　員 一　般価　格 1枚

数　量 １会員４個まで

その他 枕の調節・メンテナンス等は購入後、菊屋さんに相談ください 
☎0538-35-1666

6月14日月17：00締切日

13,500円 20,90０円
会　員 一　般価　格 1個

𠮷野家のハウス電子マネーです。𠮷野家店舗にてチャージが可能で、
テイクアウトやお食事の会計時に利用することができます
チャージ残高はレシート、𠮷野家ホームページにて確認可能です
　※店頭で利用またはチャージでさらに２年間延長されます
　　詳しくはホームページにて確認下さい。おつりは出ません

お知らせ
リゾートトラスト（エクシブ・リゾーピア・サンメンバーズ）の
２０２１.８～９月の申込みを受付します

「リゾートトラスト予約申込書」に必要事項を記入しFAXください申 込 方 法

６月１５日（火）１７：００締 　 切 　 日

予約枠は各月３グループまでです。申込数が３グループを超えた場合は抽選となります　
 締切月の月末までに、リゾートトラストから「回答待ち」「抽選モレ」のお知らせをFAXします
「回答待ち」の予約確定は、利用日１か月前の同日からで、予約者にお知らせします

申込後のながれ

連泊及び複数部屋の申込みについては受付いたしますが、１泊の申込みが優先となります
８／２０までは特別営業期間のため１泊２食付きの申込みとなります。
次号は「ＷＩＴＨとらいあんぐる磐田８月号」にて１０～１１月宿泊の申込を受付します

そ の 他
𠮷野家プリカ3000（３，０００円分プリペイドカード）

物資斡旋

物資斡旋
 創業７０年                          さん（とらいあんぐる磐田会員）の

おかげさまで

●中身からカバーまで全て天然素材だから 安心・安全 
●日干し・丸洗いができるからいつでも清潔 
●ヘンプ麻ならではの抗菌・消臭作用でずっと快適
●お手入れしながらご使用いただく あなただけの枕

ねいるケアあんみん枕について、詳しくはこちらから
菊屋ホームページをご覧ください

担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

担当者を通じ「チケット等申込書①」・「チケット等申込書②」・「リゾートトラスト申込書」にて、申込ください担当者を通じ「チケット等申込書①」・「チケット等申込書②」・「リゾートトラスト申込書」にて、申込ください
抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

チケット斡旋
つま恋リゾート 彩の郷 ウォーターパーク 入場券

枚　数 各100枚（１会員計4枚まで）

6月17日木17：00締切日

期　間 7月22日木～9月20日月㊗

その他 プールに入らない付き添い者も入場料がかかります
駐車場料金は別途（1日1台500円）
再入場スタンプにて再入場が可能です　　
ナイターチケットの取り扱いはありません

デイチケット1枚券種：価格
会　員券　種

大　人
通常価格

3歳～小学生
1,400円 2,30０円～2,50０円
600円 1,30０円～1,50０円

買い物自粛対策用として！ 災害時の備蓄用として！
常温で長期保存が可能です

掲載の内容は5月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため記載内容が変更になることがあります

ご購入いただいた方
には

夏も快適
ヘンプ100％

オリジナルマスクを
１枚プレゼント！！

44

睡眠環境の見直し　最初の一歩は枕から
菊屋の「ねいるケアあんみん枕」はここが良い！

ヘンプ１００％ 専用カバー付
⑧ウィンダーinゼリー
　 マルチビタミン/
　 グレープフルーツ180ｇ

⑦ウィンダーinゼリー
　 エネルギー/
　 マスカット180ｇ

⑥森永マミー200ml⑤サンキスト100％
　 オレンジ200ml

④サンキスト100％
　 アップル200ml

③TBC食物繊維
　 200ml

②アマノフーズ
　 みそ汁おたのしみ袋

①絹とうふ

①～⑧の指定が必要です



募 集 チ ラ シ 募 集 チ ラ シ

担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

チケット斡旋

チケット斡旋

おしりたんていミュージカル「むらさきふじんのあんごうじけん」

リアル恐竜ショー　恐竜パーク

席種：価格 1枚

チケット斡旋

チケット斡旋

撮影：荒井健

7月に静岡県内で上演する劇団四季の新作ショウ『劇団四季 The Bridge ～歌の 架け橋～』
好評につき2回目のご案内をいたします
『オペラ座の怪人』、『アラジン』、『ライオンキング』などの劇団四季がこれまで上演をしてき
たレパートリーから珠玉の名曲をお届けします
劇団四季が持てる力のすべてをつくして、歌って踊って語る圧巻のエンターテインメント
この機会をどうぞお見逃しなく

おしりたんていとお客さんが一緒に難事件を解決する、ファミリー向け「なぞときミュージカル」！
力を合わせて、みんなでなぞをププッとかいけつしよう！

恐竜たちがどんな時代を生きて、どんな暮らしをしていたのか？
恐竜たちのいる世界をリアルに体験しながら、
恐竜にまつわる歴史を楽しく勉強しよう！！

国内オーケストラの首席奏者達とスタジオ界のトッププレイヤー
がタッグを組んだ最強のドリームブラス

その他
３歳以上有料、２歳以下膝上鑑賞無料
但し、座席が必要な場合は有料

1枚
6月11日金17：00締切日

TOHOシネマズ パスポートチケット

枚　数 １，０００枚（１会員 ４枚まで）

その他 インターネット・自動券売機が利用できます
（一部窓口のみの劇場もありますが、上記近隣の３施設では対応
できます）

使用期限 ４ヶ月以上６ヶ月以内

利用施設 ららぽーと磐田、浜松ザザシティ及び
サンストリート浜北他全国のTOHOシネマズ

1,300円 1,90０円
会　員 一　般価　格

見 本

枚　数 ２０枚（１会員計4枚まで）

6月9日水17：00締切日
静岡市清水文化会館マリナート会　場

2,800円 3,50０円
会　員 一　般指定席

1枚
席種：価格

日　時 8月7日土 ①１２：００　②１５：３０

6月9日水17：00締切日

侍　BRASS

その他 未就学児入場不可

枚　数 ２０枚（１会員2枚まで）

6月9日水17：00締切日

アクトシティ浜松　中ホール会　場

3,400円 4,00０円
会　員 一　般

日　時

S席1枚席種：価格

8月31日火１９：００

磐田温水プール・福田屋内スポーツセンター回数券　（１０回分）

枚　数 ２００セット　（１会員組み合わせ自由２セットまで）

定休日 磐田温水：第4月曜日、福田屋内：第4金曜日　＊両施設とも7,8月は無休

6月10日木17：00締切日

磐田温水プール（トレーニング室を含む）　
福田屋内スポーツセンター（トレーニング室を含む）

施　設

使用期限

1セット

なし

券種：価格

その他

２歳以上有料
２歳未満は保護者１名につき１名膝上無料
２歳未満でも座席が必要な場合は有料

席種と、①～⑥の指定が必要です

みんなひとりじゃない！すべて命がつながり、かかわりあって生きている！
この夏、親子で・家族で、生きていること・生まれてきたこと・命のつながりを
感じてみませんか？

『劇団四季　The Bridge ～歌の架け橋～』静岡公演　

枚　数 各日２０枚（１会員①～⑥の計2枚まで）

6月14日月17：00締切日

その他 3歳以上有料（膝上観劇不可）2歳以下入場不可
お申込後の取消・変更はお受けできません
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとって上演いたします
急遽、詳細の変更や公演中止となる場合がござます。予めご了承ください

3,000円 3,20０円
会　員券　種

一　般
通常価格

1,800円 2,05０円高校生以下

700円 1,20０円
会　員券　種

一　般
通常価格

400円 90０円高校生以下

劇団たんぽぽ公演
「いのちのまつり」

その他 ２歳以下膝上無料（席が必要な場合は有料）

枚　数 100枚（１会員計4枚まで）

6月14日月17：00締切日

菊川文化会館アエル会　場

日　時

全席自由席
１枚

券種：価格

7月25日日１４；００開演（開場１３：００より）

日程・開演時間 劇　場 席種／会員 一般

岡
静
①7月10日(土) 13:00

静岡市民文化会館　大ホール
S席 9,200円
A席 6,300円
B席 3,000円

S席 9,900円
A席 6,600円
B席 3,300円

②7月10日(土) 16:30

③7月11日(日) 13:00

川
菊 ④7月15日(木) 18:30 菊川文化会館アエル　大ホール

松
浜 ⑤7月17日(土) 18:30

アクトシティ浜松　大ホール
⑥7月18日(日) 13:00

日　時 8月9日月㊗ ①１２：３０　②１５：３０

静岡市民文化会館　大ホール会　場

2,500円 3,30０円
会　員 一　般指定席

1枚
席種：価格

枚　数 ２０枚（１会員計4枚まで）

再募集です

掲載の内容は5月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため記載内容が変更になることがあります



募 集 チ ラ シ 募 集 チ ラ シ

担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

チケット斡旋

チケット斡旋

おしりたんていミュージカル「むらさきふじんのあんごうじけん」

リアル恐竜ショー　恐竜パーク

席種：価格 1枚

チケット斡旋

チケット斡旋

撮影：荒井健

7月に静岡県内で上演する劇団四季の新作ショウ『劇団四季 The Bridge ～歌の 架け橋～』
好評につき2回目のご案内をいたします
『オペラ座の怪人』、『アラジン』、『ライオンキング』などの劇団四季がこれまで上演をしてき
たレパートリーから珠玉の名曲をお届けします
劇団四季が持てる力のすべてをつくして、歌って踊って語る圧巻のエンターテインメント
この機会をどうぞお見逃しなく

おしりたんていとお客さんが一緒に難事件を解決する、ファミリー向け「なぞときミュージカル」！
力を合わせて、みんなでなぞをププッとかいけつしよう！

恐竜たちがどんな時代を生きて、どんな暮らしをしていたのか？
恐竜たちのいる世界をリアルに体験しながら、
恐竜にまつわる歴史を楽しく勉強しよう！！

国内オーケストラの首席奏者達とスタジオ界のトッププレイヤー
がタッグを組んだ最強のドリームブラス

その他
３歳以上有料、２歳以下膝上鑑賞無料
但し、座席が必要な場合は有料

1枚
6月11日金17：00締切日

TOHOシネマズ パスポートチケット

枚　数 １，０００枚（１会員 ４枚まで）

その他 インターネット・自動券売機が利用できます
（一部窓口のみの劇場もありますが、上記近隣の３施設では対応
できます）

使用期限 ４ヶ月以上６ヶ月以内

利用施設 ららぽーと磐田、浜松ザザシティ及び
サンストリート浜北他全国のTOHOシネマズ

1,300円 1,90０円
会　員 一　般価　格

見 本

枚　数 ２０枚（１会員計4枚まで）

6月9日水17：00締切日
静岡市清水文化会館マリナート会　場

2,800円 3,50０円
会　員 一　般指定席

1枚
席種：価格

日　時 8月7日土 ①１２：００　②１５：３０

6月9日水17：00締切日

侍　BRASS

その他 未就学児入場不可

枚　数 ２０枚（１会員2枚まで）

6月9日水17：00締切日

アクトシティ浜松　中ホール会　場

3,400円 4,00０円
会　員 一　般

日　時

S席1枚席種：価格

8月31日火１９：００

磐田温水プール・福田屋内スポーツセンター回数券　（１０回分）

枚　数 ２００セット　（１会員組み合わせ自由２セットまで）

定休日 磐田温水：第4月曜日、福田屋内：第4金曜日　＊両施設とも7,8月は無休

6月10日木17：00締切日

磐田温水プール（トレーニング室を含む）　
福田屋内スポーツセンター（トレーニング室を含む）

施　設

使用期限

1セット

なし

券種：価格

その他

２歳以上有料
２歳未満は保護者１名につき１名膝上無料
２歳未満でも座席が必要な場合は有料

席種と、①～⑥の指定が必要です

みんなひとりじゃない！すべて命がつながり、かかわりあって生きている！
この夏、親子で・家族で、生きていること・生まれてきたこと・命のつながりを
感じてみませんか？

『劇団四季　The Bridge ～歌の架け橋～』静岡公演　

枚　数 各日２０枚（１会員①～⑥の計2枚まで）

6月14日月17：00締切日

その他 3歳以上有料（膝上観劇不可）2歳以下入場不可
お申込後の取消・変更はお受けできません
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとって上演いたします
急遽、詳細の変更や公演中止となる場合がござます。予めご了承ください

3,000円 3,20０円
会　員券　種

一　般
通常価格

1,800円 2,05０円高校生以下

700円 1,20０円
会　員券　種

一　般
通常価格

400円 90０円高校生以下

劇団たんぽぽ公演
「いのちのまつり」

その他 ２歳以下膝上無料（席が必要な場合は有料）

枚　数 100枚（１会員計4枚まで）

6月14日月17：00締切日

菊川文化会館アエル会　場

日　時

全席自由席
１枚

券種：価格

7月25日日１４；００開演（開場１３：００より）

日程・開演時間 劇　場 席種／会員 一般

岡
静
①7月10日(土) 13:00

静岡市民文化会館　大ホール
S席 9,200円
A席 6,300円
B席 3,000円

S席 9,900円
A席 6,600円
B席 3,300円

②7月10日(土) 16:30

③7月11日(日) 13:00

川
菊 ④7月15日(木) 18:30 菊川文化会館アエル　大ホール

松
浜 ⑤7月17日(土) 18:30

アクトシティ浜松　大ホール
⑥7月18日(日) 13:00

日　時 8月9日月㊗ ①１２：３０　②１５：３０

静岡市民文化会館　大ホール会　場

2,500円 3,30０円
会　員 一　般指定席

1枚
席種：価格

枚　数 ２０枚（１会員計4枚まで）

再募集です

掲載の内容は5月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため記載内容が変更になることがあります
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申込番号 商　　品　　名 容　　量 会　　員 一般価格（税込） 賞味期限（製造日より）

① 絹とうふ １２丁 １，３００円 １，８８０円 １6ヶ月

② アマノフーズみそ汁おたのしみ袋 ２８食 ２，２００円 ２，９１６円 １年間

③ TBC食物繊維200ml ２４本 １，２００円 ２，５９２円 １２０日

④ サンキスト100％　アップル200ml ２４本 １，２００円 ２，５９２円 １２０日

⑤ サンキスト100％　オレンジ200ml ２４本 １，２００円 ２，５９２円 １２０日

⑥ 森永マミー200ml ２４本 １，２００円 ２，５９２円 1２０日

⑦ ウィンダーinゼリーエネルギー/マスカット180ｇ ６ケ ７００円 １，296円 ３００日

⑧ ウィンダーinゼリーマルチビタミン/グレープフルーツ180ｇ ６ケ ７００円 １，296円 ３００日

磐田市の中小企業に働く皆さんと
その事業主が加入できます

会 員 募 集 中

菊屋オリジナル ねいるケアあんみん枕 

森永乳業(株)　商品斡旋

数　量 ５０セット（１会員計３セットまで） その他 引渡しは6月末予定です

価　格

6月10日木17：00締切日

枚　数 1００枚　（１会員２枚まで）
使用期限 令和5年6月24日

6月7日月17：00締切日2,400円 3,00０円
会　員 一　般価　格 1枚

数　量 １会員４個まで

その他 枕の調節・メンテナンス等は購入後、菊屋さんに相談ください 
☎0538-35-1666

6月14日月17：00締切日

13,500円 20,90０円
会　員 一　般価　格 1個

𠮷野家のハウス電子マネーです。𠮷野家店舗にてチャージが可能で、
テイクアウトやお食事の会計時に利用することができます
チャージ残高はレシート、𠮷野家ホームページにて確認可能です
　※店頭で利用またはチャージでさらに２年間延長されます
　　詳しくはホームページにて確認下さい。おつりは出ません

お知らせ
リゾートトラスト（エクシブ・リゾーピア・サンメンバーズ）の
２０２１.８～９月の申込みを受付します

「リゾートトラスト予約申込書」に必要事項を記入しFAXください申 込 方 法

６月１５日（火）１７：００締 　 切 　 日

予約枠は各月３グループまでです。申込数が３グループを超えた場合は抽選となります　
 締切月の月末までに、リゾートトラストから「回答待ち」「抽選モレ」のお知らせをFAXします
「回答待ち」の予約確定は、利用日１か月前の同日からで、予約者にお知らせします

申込後のながれ

連泊及び複数部屋の申込みについては受付いたしますが、１泊の申込みが優先となります
８／２０までは特別営業期間のため１泊２食付きの申込みとなります。
次号は「ＷＩＴＨとらいあんぐる磐田８月号」にて１０～１１月宿泊の申込を受付します

そ の 他
𠮷野家プリカ3000（３，０００円分プリペイドカード）

物資斡旋

物資斡旋
 創業７０年                          さん（とらいあんぐる磐田会員）の

おかげさまで

●中身からカバーまで全て天然素材だから 安心・安全 
●日干し・丸洗いができるからいつでも清潔 
●ヘンプ麻ならではの抗菌・消臭作用でずっと快適
●お手入れしながらご使用いただく あなただけの枕

ねいるケアあんみん枕について、詳しくはこちらから
菊屋ホームページをご覧ください

担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

担当者を通じ「チケット等申込書①」・「チケット等申込書②」・「リゾートトラスト申込書」にて、申込ください担当者を通じ「チケット等申込書①」・「チケット等申込書②」・「リゾートトラスト申込書」にて、申込ください
抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

チケット斡旋
つま恋リゾート 彩の郷 ウォーターパーク 入場券

枚　数 各100枚（１会員計4枚まで）

6月17日木17：00締切日

期　間 7月22日木～9月20日月㊗

その他 プールに入らない付き添い者も入場料がかかります
駐車場料金は別途（1日1台500円）
再入場スタンプにて再入場が可能です　　
ナイターチケットの取り扱いはありません

デイチケット1枚券種：価格
会　員券　種

大　人
通常価格

3歳～小学生
1,400円 2,30０円～2,50０円
600円 1,30０円～1,50０円

買い物自粛対策用として！ 災害時の備蓄用として！
常温で長期保存が可能です

掲載の内容は5月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため記載内容が変更になることがあります

ご購入いただいた方
には

夏も快適
ヘンプ100％

オリジナルマスクを
１枚プレゼント！！

44

睡眠環境の見直し　最初の一歩は枕から
菊屋の「ねいるケアあんみん枕」はここが良い！

ヘンプ１００％ 専用カバー付
⑧ウィンダーinゼリー
　 マルチビタミン/
　 グレープフルーツ180ｇ

⑦ウィンダーinゼリー
　 エネルギー/
　 マスカット180ｇ

⑥森永マミー200ml⑤サンキスト100％
　 オレンジ200ml

④サンキスト100％
　 アップル200ml

③TBC食物繊維
　 200ml

②アマノフーズ
　 みそ汁おたのしみ袋

①絹とうふ

①～⑧の指定が必要です


