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画像はイメージです

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 
４ヶ月以上６ヶ月以内
１，０００枚（１会員４枚まで）
8月8日月 １７：００
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）

8月は夏季休暇、9月はシルバーウィークの関係で申込締切日を下記のように設定
いたします。募集期間が短くなりますが、ご協力をよろしくお願いします

担当者を通じ「事業参加等申込書」・「チケット等申込書」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
  　掲載内容は７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・中止になる場合があります

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット

担当者を通じ「チケット等申込書」・「リゾートトラスト」申込書にて、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

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
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
次号は「ＷＩＴＨとらいあんぐる磐田１１月号」にて１２～１月宿泊の
申込を受付します

「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
8月１6日火 １７：００

※特別展終了後は通常料金になります

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
２０２２．10～11月の申込みを受付します

そ の 他

申込後のながれ

申 込 方 法
締 切 日

お知らせ

物資斡旋

①９月３日土　９：００～１７：００
②９月４日日　９：００～１７：００　
2００箱（１会員３箱まで）

8月8日月 １７：００
商品は井口製菓㈲さんで事前に渡します
引換券との交換になります
【住所】 磐田市見付宿町２６６３
【TEL】 ０５３８-３２-３９５１
受取時、エコバックの持参にご協力をお願いします
締切日以降の受取日の変更はできません
「事業参加等申込書」に連絡先電話番号の記入をお願いします

井口製菓㈲（とらいあんぐる磐田会員）さんの
裸祭り名物「あわもち（粟餅）」

チケット
斡旋

利用施設

使用期限

枚 数

締切日

その他

数 量

締切日

その他

鮮度は、うまさ。「できたてのビール」をお客様へ
製造後３日以内に工場から出荷した「アサヒスー
パードライ」をクール便でご指定日にお届けします

伊藤忠食品㈱ギフトカード３種

受取日

物資斡旋

全国各地のアイスや、人気ブランドのアイス等
バラエティ豊富なラインアップ

全国各地のアイスを集めました。カップアイスや
シューアイス、一口タイプのアイスなど、様々な形
態のアイスからお選びいただけます

アサヒスーパードライ
鮮度ギフトカード ５，０００円券A 選べるアイスクリーム

ギフト 3500C選べるアイスクリーム
ギフト 5500B

引渡しは９月上旬予定です
商品、注文・受取方法については
右記の伊藤忠食品㈱ギフトカード
各ＨＰをご覧ください

令和５年１月２８日
各２００枚／計６００枚
（１会員A～Cの計３枚まで）
8月8日月 １７：００

枚 数

使用期限

締切日

その他

令和４年7月16日土～10月1６日日展示期間

8月募集
（8月WITHとらいあんぐる磐田） 

 8月8日月 17時締切
引渡しは8月下旬予定

9月募集
（9月会報とらいあんぐる磐田） 

9月7日水17時締切
引渡しは9月下旬予定

毎年
  大好評♪

※①②の指定が
　必要です

伊藤忠食品㈱
ギフトカードＨＰ
http://isc-giftcard.jp/

\\  見付・裸祭り２年ぶりに開催決定！  //

価格：1枚
会　　員 一　　般

4,300円 5,000円

価格：1枚
会　　員 一　　般

4,800円 5,500円

価格：1枚
会　　員 一　　般

2,900円 3,500円

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円

磐田市香りの博物館（施設利用券の使える施設）にて
海洋堂の小さなフィギュア展
～香りとめぐる！ミニチュアワールド～ を開催中です

● 小中学生は
　　変更ありません 施設利用券利用で５０円

● 一　般  500円　⇒　施設利用券利用で２９０円

特別展につき、期間中の入館料が変わっています

８月・９月の
TOHOシネマズ

パスポートチケットの
申込締切日について

今年も３箱購入で
さらにおトクに！！

350ｍｌ
×
18本

価格 : ６個入り1箱
購入数 会　　員 一　　般

1箱 　450円  　720円（予定）

2箱 　900円  1,440円（予定）

3箱 1,200円  2,160円（予定）



募 集 チ ラ シ 募 集 チ ラ シ

担当者を通じ「事業参加等申込書」・「チケット等申込書」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

２０枚（１会員２枚まで）
8月8日月 １７：００

アクトシティ浜松  大ホール
11月7日月 １4：００

The Road to 2027 プロジェクト in 浜松

五木ひろしコンサート２０２２

仲道郁代 ピアノ・リサイタル Vol.6「前奏曲～永遠への兆し」

(C)Tomoko　Hidaki

【プログラム】
●ドビュッシー ：
　前奏曲集第２巻
●ラフマニノフ ：
　前奏曲集 Op.23より
　第2番、第5番、第7番 他

２０枚（１会員２枚まで）
8月8日月 １７：００

静岡市民文化会館  大ホール
10月18日火 １4：3０

２０枚（１会員２枚まで）
8月8日月 １７：００

アクトシティ浜松 中ホール
10月16日日 １4：0０

舟木一夫
芸能生活60周年記念コンサート2022

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

日 時

枚 数

会 場

締切日

２０枚（１会員２枚まで）
アクトシティ浜松  大ホール
9月25日日 １6：００日 時

枚 数

会 場 8月8日月 １７：００
４歳未満入場不可

締切日

その他

日 時

枚 数

会 場

締切日 未就学児入場不可その他

未就学児入場不可その他

未就学児入場不可その他

日 時

枚 数
会 場

締切日

新型コロナウイルス感染諸対策の一環として、チケット購入時のお客様のお名前・ご連絡先等を
主催者と共有させていただく場合がありますので、予めご了承ください

葉加瀬太郎チケット
斡旋

ヘンリー八世 ヘンリー八世 ： 阿部寛／枢機卿ウルジー ： 吉田鋼太郎
トマス・クランマー ： 金子大地／キャサリン ： 宮本裕子
アン・ブリン ： 山谷花純／バッキンガム公爵 ： 谷田歩／ノーフォーク公爵 ： 河内大和　他

２０枚（１会員２枚まで）
8月8日月 １７：００
未就学児入場不可

刈谷市総合文化センターアイリス  大ホール
10月2日土  １２：0０

チケット
斡旋

日 時

枚 数
会 場

締切日
その他

各２０枚（１会員①②の計２枚まで）
8月8日月 １７：００

日本ガイシホール

①11月10日木 １8：3０
②11月11日金 １8：3０

コブクロ

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他チケット
斡旋

６歳未満入場不可
申込書に来場代表者の氏名・郵便番号・住所・連絡先
電話番号を記入ください
①チケットに来場代表者の氏名・郵便番号・住所が
印字されます
②入場時には必ずチケットに印字された情報と一致
した身分証明書（運転免許証/マイナンバーカード・
パスポート/学生証/社員証/健康保険証 これら以
外のもの、コピーは不可）の提示が必要です

③同行者との別々の入場はできません
①～③の内容に同意いただけない場合は購入をご遠
慮ください

担当者を通じ「チケット等申込書」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

画像は
イメージです名古屋港水族館　入館チケットチケット

斡旋

名古屋港水族館
無期限
計５００枚（１会員計５枚まで）
8月8日月 １７：００
３歳以下無料　
※月曜日休館（休日の場合は翌日）
新型コロナウイルスの拡大状況により土・日・祝日の入館は事前予約が必要な場
合があります。「名古屋港水族館公式ＨＰ」にてご確認の上、お出かけください

枚 数
使用期限

締切日
その他

施設名

７月９日土～９月１１日日
９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）
【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合は
　　　　翌日休館。但し８月中は無休）
浜松市美術館

チケット
斡旋 ハイジ展  ― あの子の足音がきこえる ―

日 時

会 場

枚 数

締切日
各２００枚（１会員①②の計４枚まで）
8月3日水 １７：００

小中学生無料。70歳以上の方は一般料金の半額
の為、窓口にて当日券をお買い求めください。大学・
専門学生・高校生は当日証明書提示が必要です
引渡しは8月8・9日予定です

その他

画像はすべてイメージです

9月３日土 ～ 11月27日日の間の土・日・祝日
開催日は期間中の土・日・祝のみです
全日程予約制です。利用前日の２０：００までに予約し、
「お食事券利用」の旨をお伝えください

オークラアクトシティホテル浜松 
レストランフィガロ 「Seasonal Buffet ランチ」お食事券

土・日・祝日限定

再募集

チケット
斡旋

利用期間

オークラアクトシティホテル浜松 ２階　レストランフィガロ
【住　所】 浜松市中区板屋町１１１-２
【 T E L 】 ０５３-４５８-１２３３（レストラン予約受付9：00～20：00）
【営業時間】 １１：３０～１４：３０（90分制）

会 場

５００枚（１会員２枚まで）
8月8日月 １７：００
●アクトシティ地下駐車場駐車サービス券は
　ランチチケット２枚の使用で２時間分もらえます
　レストランにてお受け取りください
●期間中の土・日・祝日のみ使用できるチケットですので、平日は使えません
　その旨ご理解の上、申込ください
●開催日は変更となる場合があります。ホテル公式サイトにてご確認ください

枚 数
締切日
その他

価格：各券1枚
券　　種 会　　員 当　　日
大　　人 1,500円 2,030円

高校生・留学生 1,300円 2,030円
小中学生    600円 1,010円
4歳以上    300円    500円

価格：S席1枚
会　　員 一　　般

3,400円 4,000円

価格：S席1枚
会　　員 一　　般

11,700円 13,000円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

8,300円 9,000円
価格：指定席1枚

会　　員 一　　般
8,300円 9,000円

価格：1枚
会　　員 一　　般

2,200円 3,000円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

3,700円 8,000円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

4,500円 7,700円

価格：各券1枚

券　　種 会　　員 当　　日

① 大　　   人 700円 1,400円
② 高大専門生 500円 1,000円



募 集 チ ラ シ 募 集 チ ラ シ

担当者を通じ「事業参加等申込書」・「チケット等申込書」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

２０枚（１会員２枚まで）
8月8日月 １７：００

アクトシティ浜松  大ホール
11月7日月 １4：００

The Road to 2027 プロジェクト in 浜松

五木ひろしコンサート２０２２

仲道郁代 ピアノ・リサイタル Vol.6「前奏曲～永遠への兆し」

(C)Tomoko　Hidaki

【プログラム】
●ドビュッシー ：
　前奏曲集第２巻
●ラフマニノフ ：
　前奏曲集 Op.23より
　第2番、第5番、第7番 他

２０枚（１会員２枚まで）
8月8日月 １７：００

静岡市民文化会館  大ホール
10月18日火 １4：3０

２０枚（１会員２枚まで）
8月8日月 １７：００

アクトシティ浜松 中ホール
10月16日日 １4：0０

舟木一夫
芸能生活60周年記念コンサート2022

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

日 時

枚 数

会 場

締切日

２０枚（１会員２枚まで）
アクトシティ浜松  大ホール
9月25日日 １6：００日 時

枚 数

会 場 8月8日月 １７：００
４歳未満入場不可

締切日

その他

日 時

枚 数

会 場

締切日 未就学児入場不可その他

未就学児入場不可その他

未就学児入場不可その他

日 時

枚 数
会 場

締切日

新型コロナウイルス感染諸対策の一環として、チケット購入時のお客様のお名前・ご連絡先等を
主催者と共有させていただく場合がありますので、予めご了承ください

葉加瀬太郎チケット
斡旋

ヘンリー八世 ヘンリー八世 ： 阿部寛／枢機卿ウルジー ： 吉田鋼太郎
トマス・クランマー ： 金子大地／キャサリン ： 宮本裕子
アン・ブリン ： 山谷花純／バッキンガム公爵 ： 谷田歩／ノーフォーク公爵 ： 河内大和　他

２０枚（１会員２枚まで）
8月8日月 １７：００
未就学児入場不可

刈谷市総合文化センターアイリス  大ホール
10月2日土  １２：0０

チケット
斡旋

日 時

枚 数
会 場

締切日
その他

各２０枚（１会員①②の計２枚まで）
8月8日月 １７：００

日本ガイシホール

①11月10日木 １8：3０
②11月11日金 １8：3０

コブクロ

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他チケット
斡旋

６歳未満入場不可
申込書に来場代表者の氏名・郵便番号・住所・連絡先
電話番号を記入ください
①チケットに来場代表者の氏名・郵便番号・住所が
印字されます
②入場時には必ずチケットに印字された情報と一致
した身分証明書（運転免許証/マイナンバーカード・
パスポート/学生証/社員証/健康保険証 これら以
外のもの、コピーは不可）の提示が必要です

③同行者との別々の入場はできません
①～③の内容に同意いただけない場合は購入をご遠
慮ください

担当者を通じ「チケット等申込書」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

画像は
イメージです名古屋港水族館　入館チケットチケット

斡旋

名古屋港水族館
無期限
計５００枚（１会員計５枚まで）
8月8日月 １７：００
３歳以下無料　
※月曜日休館（休日の場合は翌日）
新型コロナウイルスの拡大状況により土・日・祝日の入館は事前予約が必要な場
合があります。「名古屋港水族館公式ＨＰ」にてご確認の上、お出かけください

枚 数
使用期限

締切日
その他

施設名

７月９日土～９月１１日日
９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで）
【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合は
　　　　翌日休館。但し８月中は無休）
浜松市美術館

チケット
斡旋 ハイジ展  ― あの子の足音がきこえる ―

日 時

会 場

枚 数

締切日
各２００枚（１会員①②の計４枚まで）
8月3日水 １７：００

小中学生無料。70歳以上の方は一般料金の半額
の為、窓口にて当日券をお買い求めください。大学・
専門学生・高校生は当日証明書提示が必要です
引渡しは8月8・9日予定です

その他

画像はすべてイメージです

9月３日土 ～ 11月27日日の間の土・日・祝日
開催日は期間中の土・日・祝のみです
全日程予約制です。利用前日の２０：００までに予約し、
「お食事券利用」の旨をお伝えください

オークラアクトシティホテル浜松 
レストランフィガロ 「Seasonal Buffet ランチ」お食事券

土・日・祝日限定

再募集

チケット
斡旋

利用期間

オークラアクトシティホテル浜松 ２階　レストランフィガロ
【住　所】 浜松市中区板屋町１１１-２
【 T E L 】 ０５３-４５８-１２３３（レストラン予約受付9：00～20：00）
【営業時間】 １１：３０～１４：３０（90分制）

会 場

５００枚（１会員２枚まで）
8月8日月 １７：００
●アクトシティ地下駐車場駐車サービス券は
　ランチチケット２枚の使用で２時間分もらえます
　レストランにてお受け取りください
●期間中の土・日・祝日のみ使用できるチケットですので、平日は使えません
　その旨ご理解の上、申込ください
●開催日は変更となる場合があります。ホテル公式サイトにてご確認ください

枚 数
締切日
その他

価格：各券1枚
券　　種 会　　員 当　　日
大　　人 1,500円 2,030円

高校生・留学生 1,300円 2,030円
小中学生    600円 1,010円
4歳以上    300円    500円

価格：S席1枚
会　　員 一　　般

3,400円 4,000円

価格：S席1枚
会　　員 一　　般

11,700円 13,000円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

8,300円 9,000円
価格：指定席1枚

会　　員 一　　般
8,300円 9,000円

価格：1枚
会　　員 一　　般

2,200円 3,000円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

3,700円 8,000円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

4,500円 7,700円

価格：各券1枚

券　　種 会　　員 当　　日

① 大　　   人 700円 1,400円
② 高大専門生 500円 1,000円
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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 
４ヶ月以上６ヶ月以内
１，０００枚（１会員４枚まで）
8月8日月 １７：００
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）

8月は夏季休暇、9月はシルバーウィークの関係で申込締切日を下記のように設定
いたします。募集期間が短くなりますが、ご協力をよろしくお願いします

担当者を通じ「事業参加等申込書」・「チケット等申込書」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
  　掲載内容は７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・中止になる場合があります

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット

担当者を通じ「チケット等申込書」・「リゾートトラスト」申込書にて、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

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
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
次号は「ＷＩＴＨとらいあんぐる磐田１１月号」にて１２～１月宿泊の
申込を受付します

「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
8月１6日火 １７：００

※特別展終了後は通常料金になります

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
２０２２．10～11月の申込みを受付します

そ の 他

申込後のながれ

申 込 方 法
締 切 日

お知らせ

物資斡旋

①９月３日土　９：００～１７：００
②９月４日日　９：００～１７：００　
2００箱（１会員３箱まで）

8月8日月 １７：００
商品は井口製菓㈲さんで事前に渡します
引換券との交換になります
【住所】 磐田市見付宿町２６６３
【TEL】 ０５３８-３２-３９５１
受取時、エコバックの持参にご協力をお願いします
締切日以降の受取日の変更はできません
「事業参加等申込書」に連絡先電話番号の記入をお願いします

井口製菓㈲（とらいあんぐる磐田会員）さんの
裸祭り名物「あわもち（粟餅）」

チケット
斡旋

利用施設

使用期限

枚 数

締切日

その他

数 量

締切日

その他

鮮度は、うまさ。「できたてのビール」をお客様へ
製造後３日以内に工場から出荷した「アサヒスー
パードライ」をクール便でご指定日にお届けします

伊藤忠食品㈱ギフトカード３種

受取日

物資斡旋

全国各地のアイスや、人気ブランドのアイス等
バラエティ豊富なラインアップ

全国各地のアイスを集めました。カップアイスや
シューアイス、一口タイプのアイスなど、様々な形
態のアイスからお選びいただけます

アサヒスーパードライ
鮮度ギフトカード ５，０００円券A 選べるアイスクリーム

ギフト 3500C選べるアイスクリーム
ギフト 5500B

引渡しは９月上旬予定です
商品、注文・受取方法については
右記の伊藤忠食品㈱ギフトカード
各ＨＰをご覧ください

令和５年１月２８日
各２００枚／計６００枚
（１会員A～Cの計３枚まで）
8月8日月 １７：００

枚 数

使用期限

締切日

その他

令和４年7月16日土～10月1６日日展示期間

8月募集
（8月WITHとらいあんぐる磐田） 

 8月8日月 17時締切
引渡しは8月下旬予定

9月募集
（9月会報とらいあんぐる磐田） 

9月7日水17時締切
引渡しは9月下旬予定

毎年
  大好評♪

※①②の指定が
　必要です

伊藤忠食品㈱
ギフトカードＨＰ
http://isc-giftcard.jp/

\\  見付・裸祭り２年ぶりに開催決定！  //

価格：1枚
会　　員 一　　般

4,300円 5,000円

価格：1枚
会　　員 一　　般

4,800円 5,500円

価格：1枚
会　　員 一　　般

2,900円 3,500円

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円

磐田市香りの博物館（施設利用券の使える施設）にて
海洋堂の小さなフィギュア展
～香りとめぐる！ミニチュアワールド～ を開催中です

● 小中学生は
　　変更ありません 施設利用券利用で５０円

● 一　般  500円　⇒　施設利用券利用で２９０円

特別展につき、期間中の入館料が変わっています

８月・９月の
TOHOシネマズ

パスポートチケットの
申込締切日について

今年も３箱購入で
さらにおトクに！！

350ｍｌ
×
18本

価格 : ６個入り1箱
購入数 会　　員 一　　般

1箱 　450円  　720円（予定）

2箱 　900円  1,440円（予定）

3箱 1,200円  2,160円（予定）


