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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、締切日以降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

グランドホテル浜松  選べる！ いなんば ランチ券
★ とらいあんぐる磐田会員限定特別メニュー ★

２０枚（１会員２枚まで）
12月8日木 １７：００

アクトシティ浜松  中ホール
2月16日木 １９：００

アクト・プレミアム・シリーズ 2022
アレクサンダー・ガブリリュク（ピアノ）

チケット
斡旋

チケット
斡旋

日 時

枚 数
会 場

締切日 未就学児入場不可年齢制限

２０枚（１会員２枚まで）
12月8日木 １７：００

アクトシティ浜松  中ホール
2月23日木㊗ １5：００

手嶌葵  PREMIUM CONCERT 2023
PIANO＆STRING  QUARTET

チケット
斡旋

日 時

枚 数
会 場

締切日 未就学児入場不可年齢制限

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためチケット等の購入者（又は来場者）の氏名・電話番号を主催者に提出する場合があります
開催されるコンサート・展覧会・イベント等を自主的に辞退した場合、チケット代金の返金はできませんので予めご了承ください

画像はイメージです

画像はイメージです
画像はイメージです

１月１５日日～３月19日日 ※全日程予約制です。除外日はありません
【営業時間】１１：３０～１４：００（オーダーストップ１３：３０／１４：００閉店）
　　　　　※月曜定休

利用期間

ホテル別館　民芸割烹「いなんば」
【住　所】 浜松市中区東伊場１－３－１
【 T E L 】 ０５３－４５４－６３１２

会 場
20０枚（１会員２枚まで）
12月8日木 １７：００
前日の１２：００までに電話予約の上、お出かけください
仕入れ状況により料理内容が変更になる場合があります

枚 数
締切日
その他

令和４年10月29日土～令和5年1月15日日展示期間

●一般料金（１３歳以上）

A和食特別ミニ会席

季節の前菜盛り合わせ／みぞれ仕立て
白身魚唐揚げ入り／旬の造り三種盛／
鰤照り焼き・大根風呂吹き／小田巻蒸し 
銀あんかけ／蟹真如と海老芋天婦羅／
じゃこ山椒煮のせ菜飯/赤出し・香の物
／旬の果物

上和牛Ａ３ロース・100ｇ/海老2本/
帆立2個/焼野菜/いなんばサラダ/お食事/
バニラアイス

彩り豊かな季節の日本料理を
個室でゆっくりお愉しみください

シェフのナイフ捌きと、豪華
上和牛ステーキと海鮮の鉄板
焼きを目の前でお愉しみいた
だけます

B鉄板ステーキ 特別ランチ

①QRコードを読み込み、割引
クーポン取得専用WEB申込書
フォームより申込みください
②とらいあんぐる磐田にて会員
本人確認後、電子クーポンコード
をメールで通知します
③ダイワロイヤルホテルネットショッピングサイト「りぞ
けっと」にて会員登録後、電子クーポンコードを使用
してお買い物をお楽しみ頂けます

■ 当クーポンはとらいあんぐる磐田会員本人のみ利用可能です
■ 当クーポンは「りぞけっと」会員限定クーポンです。「りぞけっと」
マイページにログインの上、ご利用ください

■ 当クーポンの利用は1会員1回のみ使用可能です
■ 購入を完了される前に正しくクーポン（割引）が反映されているか
をご確認ください

■ 注文完了後はクーポンの適用はできません
■ 当クーポンは換金・譲渡することはできません
■ 他のクーポンとの併用はできません
■ 一部割引対象外の商品があります。予めご了承ください

ご利用の流れ クーポンの利用の注意事項

※2歳以下は無料です
※6月は生育状況により開園判断をします
　開園できない場合があります

料金が変わりました（45分の食べ放題料金）

日本各地さまざまな「産地からの贈り物」を
ご自宅でお楽しみください！

開園期間 通常料金 施設利用券使用負担額
11～12月 2,800円 2,300円
1月 2,500円 2,000円

2・3・4月 2,000円 1,600円
5月 1,500円 1,200円
6月 1,200円 　900円

開園期間 通常料金 施設利用券使用負担額
11～12月 2,200円 1,800円
1月 2,000円 1,600円

2・3・4月 1,500円 1,200円
5月 1,000円 　800円
6月 　700円 　500円

チケットはA・B共通券です。 事前電話予約の際に、「AまたはB」を選択ください
A・Bともに今年はワンドリンク付♪【グラスビール/グラスワイン/ジンジャエール/コーラ/ウーロンから選択】

©Marco Borggreve

価格：1枚
会　　員 一　　般

4,000円 4,950円

割引クーポン申込期間
割引クーポン利用期間

2023年1月31日（火）まで
2023年2月28日（火）まで

磐田市香りの博物館にて
開館２５周年記念 市原淳のポップな世界展 が開催されます

つづさき観光
みかん狩りが
開園中です

● 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ります

いちご空中農園
いわた が開園中です
いちご空中農園
いわた が開園中です

★ダイワロイヤルホテルのショッピングサイト
　「りぞけっと」の商品が割引価格で
　　お求めいただけます

いちご空中農園いわたでは
「とらいあんぐる磐田おトク券
１,０００円」も利用いただけます

施設利用券の使える施設

施設利用券の
使える施設

施設利用券の使える施設

●子供料金（３歳～１２歳）

価格：S席1枚
会　　員 一　　般

6,000円 6,500円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

7,300円 8,000円



募 集 チ ラ シ 募 集 チ ラ シ

物資斡旋 ① ５,０００円券
（＠５００円×１０枚）

（＠５００円×６枚）
② ３,０００円券

担当者を通じ「チケット等申込書①」・「チケット等申込書②」にて申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締切日以降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11月10日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により記載内容が変更、中止、延期となる場合があります

担当者を通じ「チケット等申込書①」・「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、締切日以降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

物資斡旋

２０枚（１会員２枚まで）
12月8日木 １７：００

アクトシティ浜松  中ホール
3月18日土 １5：００

読売日本交響楽団チケット
斡旋

日 時

枚 数
会 場

締切日 未就学児入場不可年齢制限

各２０枚（１会員計２枚まで）
12月8日木 １７：００

アクトシティ浜松  大ホール
4月6日木 ①１４：００　②１８：００

梅沢富美男＆研ナオコ  アッ！ とおどろく夢芝居チケット
斡旋

日 時

枚 数
会 場

締切日 未就学児入場不可年齢制限

無期限
３００セット（１会員１セットまで）
12月8日木 １７：００

使用期限
予定数
締切日

ダスキンイワタ丸栄産業
（とらいあんぐる磐田会員）ダスキンの冬のおすすめ商品 全１２品

画像は
イメージです「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

12月15日木 １７：００

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
２０２3．2～3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

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

締切日
その他

数 量 ２００点（１会員計３点まで）
12月８日木 １７：００
サイズ・カラーの選択があるものは、必ず申込書に記入
ください。引渡しは１２月下旬予定です。商品により納期
に時間がかかる場合があります

指　揮 ＝ 小林研一郎
ピアノ ＝ 仲道郁代

忘・新年会、年末年始、クリスマスシーズン到来！
有効期限がなく全国約35,000店舗、1,000ブランド以上の加盟
飲食店で使えるお食事券です。コロナ禍でも店内飲食だけではな
く、テイクアウトでも使えるので「おうち時間」を充実させ、「イエナ
カ外食」も楽しめます。
今年の師走はお得で便利な「ジェフグルメカード」の活用をオススメ
します！
※ご利用時にはパソコンやスマホは使いませんので、ITが苦手な方や
お子様、お年寄りの方への贈り物としても安心してご活用頂けます

ガスト・デニーズ・ココス・ロイヤルホスト・ジョイフル・ジョナサン・
ビッグボーイ・和食さと・夢庵・魚民・はなの舞・カレーハウスCoCo
壱番屋・ジョリーパスタ・バーミヤン・8番らーめん・木曽路・しゃぶ
菜・とんかつ新宿さぼてん・炭火焼肉屋さかい・あさくま・安楽亭・
ケンタッキーフライドチキン・モスバーガー・サーティワンアイス
クリーム・リンガーハット・吉野家・かに道楽・大戸屋・小僧寿し・ピザ
ハット（一部を除く）・むさしの森珈琲・しゃぶ葉　ほか

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケットチケット
斡旋

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）

利用施設

使用期限
枚 数

12月9日金 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、左記近隣の
３施設では対応できます）

締切日
その他

舟木一夫コンサート2023チケット
斡旋

２０枚（１会員２枚まで）
12月8日木 １７：００

アクトシティ浜松  大ホール
3月1日水 １4：００日 時

枚 数
会 場

締切日 未就学児入場不可年齢制限

【主な加盟店】

■各商品について詳しくはこちらをご覧ください
　https://www.duskin.jp/

©読売日本交響楽団 ©Kiyotaka Saito

③

⑦

まくらパッド

ふわふわのびのび綿ブランケット
⑧

⑨⑩

たっぷりウールのあたたか敷パッド
④⑤ ⑥

ふわふわのびのび綿毛布

おやすみ
靴下

ホワイト
グースダウン(羽毛布団)

ホワイト
ダックダウン(羽毛布団)

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円

このステッカーが
貼ってあるお店で、
ご利用いただけます
テイクアウトでも
利用可能です 詳しくはHPで

ご覧ください
（202２年4月末現在）

②
ふんわり

包まれまくら

①
ダスキン
Ｗクリーム

⑪⑫

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

3,500円 7,000円

着脱が簡単な
ゴムバンドタイプ
着脱が簡単な
ゴムバンドタイプ

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

3,700円 8,000円

価格：S席1枚
会　　員 一　　般

5,400円 6,000円

申込
番号 商　　品　　名 一般価格

（税込） 会　　員

① ダスキンＷクリーム
（柔軟・保湿）50g 880円 450円

② ふんわり包まれまくら(夏冬共通)
タテ40×ヨコ60×高さ15㎝ 6,980円 5,800円

③ まくらパッド　43×63㎝  
カラー2色：ブルー／ラベンダー 1,600円 1,000円

④ たっぷりウールの
あたたか敷パッド

シングル
100×205 19,360円 17,000円

⑤ ダブル
140×205 26,700円 23,500円

⑥
ふわふわのびのび綿毛布 シングル
140×200㎝　カラー全5色：ウォームブルー/
ロイヤルピンク／ラテブラウン／イリジウム
シルバー／スカンジナビアンライラック

9,800円 8,400円

⑦
おやすみ靴下
【Ｍ22～23㎝、Ｌ23～25㎝】
カラー3色：ロイヤルパープル／ダークグ
レー／オレンジブラウン（Mサイズのみ）

2,450円 1,700円

⑧
ふわふわのびのび綿ブランケット
65×100㎝ 　カラー全4色：ウォー
ムブルー/ロイヤルピンク／イリジウム
シルバー／スカンジナビアンライラック

4,180円 3,300円

⑨ ホワイトグース
ダウン(羽毛布団)
カラー2色：
ピンク／ブルー

シングルロング
150×210㎝ 92,950円 83,000円

○10 ダブルロング
190×210㎝ 116,510円 104,000円

○11 ホワイトダック
ダウン(羽毛布団) 
カラー2色：
ピンク／ブルー

シングルロング
150×210㎝ 51,700円 46,000円

○12 ダブルロング
190×210㎝ 68,000円 60,500円

価格：1セット
券　種 会　　員 一　　般
① 4,400円 5,000円
② 2,500円 3,000円



募 集 チ ラ シ 募 集 チ ラ シ

物資斡旋 ① ５,０００円券
（＠５００円×１０枚）

（＠５００円×６枚）
② ３,０００円券

担当者を通じ「チケット等申込書①」・「チケット等申込書②」にて申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締切日以降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11月10日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により記載内容が変更、中止、延期となる場合があります

担当者を通じ「チケット等申込書①」・「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、締切日以降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

物資斡旋

２０枚（１会員２枚まで）
12月8日木 １７：００

アクトシティ浜松  中ホール
3月18日土 １5：００

読売日本交響楽団チケット
斡旋

日 時

枚 数
会 場

締切日 未就学児入場不可年齢制限

各２０枚（１会員計２枚まで）
12月8日木 １７：００

アクトシティ浜松  大ホール
4月6日木 ①１４：００　②１８：００

梅沢富美男＆研ナオコ  アッ！ とおどろく夢芝居チケット
斡旋

日 時

枚 数
会 場

締切日 未就学児入場不可年齢制限

無期限
３００セット（１会員１セットまで）
12月8日木 １７：００

使用期限
予定数
締切日

ダスキンイワタ丸栄産業
（とらいあんぐる磐田会員）ダスキンの冬のおすすめ商品 全１２品

画像は
イメージです「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

12月15日木 １７：００

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
２０２3．2～3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

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

締切日
その他

数 量 ２００点（１会員計３点まで）
12月８日木 １７：００
サイズ・カラーの選択があるものは、必ず申込書に記入
ください。引渡しは１２月下旬予定です。商品により納期
に時間がかかる場合があります

指　揮 ＝ 小林研一郎
ピアノ ＝ 仲道郁代

忘・新年会、年末年始、クリスマスシーズン到来！
有効期限がなく全国約35,000店舗、1,000ブランド以上の加盟
飲食店で使えるお食事券です。コロナ禍でも店内飲食だけではな
く、テイクアウトでも使えるので「おうち時間」を充実させ、「イエナ
カ外食」も楽しめます。
今年の師走はお得で便利な「ジェフグルメカード」の活用をオススメ
します！
※ご利用時にはパソコンやスマホは使いませんので、ITが苦手な方や
お子様、お年寄りの方への贈り物としても安心してご活用頂けます

ガスト・デニーズ・ココス・ロイヤルホスト・ジョイフル・ジョナサン・
ビッグボーイ・和食さと・夢庵・魚民・はなの舞・カレーハウスCoCo
壱番屋・ジョリーパスタ・バーミヤン・8番らーめん・木曽路・しゃぶ
菜・とんかつ新宿さぼてん・炭火焼肉屋さかい・あさくま・安楽亭・
ケンタッキーフライドチキン・モスバーガー・サーティワンアイス
クリーム・リンガーハット・吉野家・かに道楽・大戸屋・小僧寿し・ピザ
ハット（一部を除く）・むさしの森珈琲・しゃぶ葉　ほか

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケットチケット
斡旋

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）

利用施設

使用期限
枚 数

12月9日金 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、左記近隣の
３施設では対応できます）

締切日
その他

舟木一夫コンサート2023チケット
斡旋

２０枚（１会員２枚まで）
12月8日木 １７：００

アクトシティ浜松  大ホール
3月1日水 １4：００日 時

枚 数
会 場

締切日 未就学児入場不可年齢制限

【主な加盟店】

■各商品について詳しくはこちらをご覧ください
　https://www.duskin.jp/

©読売日本交響楽団 ©Kiyotaka Saito

③

⑦

まくらパッド

ふわふわのびのび綿ブランケット
⑧

⑨⑩

たっぷりウールのあたたか敷パッド
④⑤ ⑥

ふわふわのびのび綿毛布

おやすみ
靴下

ホワイト
グースダウン(羽毛布団)

ホワイト
ダックダウン(羽毛布団)

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円

このステッカーが
貼ってあるお店で、
ご利用いただけます
テイクアウトでも
利用可能です 詳しくはHPで

ご覧ください
（202２年4月末現在）

②
ふんわり

包まれまくら

①
ダスキン
Ｗクリーム

⑪⑫

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

3,500円 7,000円

着脱が簡単な
ゴムバンドタイプ
着脱が簡単な
ゴムバンドタイプ

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

3,700円 8,000円

価格：S席1枚
会　　員 一　　般

5,400円 6,000円

申込
番号 商　　品　　名 一般価格

（税込） 会　　員

① ダスキンＷクリーム
（柔軟・保湿）50g 880円 450円

② ふんわり包まれまくら(夏冬共通)
タテ40×ヨコ60×高さ15㎝ 6,980円 5,800円

③ まくらパッド　43×63㎝  
カラー2色：ブルー／ラベンダー 1,600円 1,000円

④ たっぷりウールの
あたたか敷パッド

シングル
100×205 19,360円 17,000円

⑤ ダブル
140×205 26,700円 23,500円

⑥
ふわふわのびのび綿毛布 シングル
140×200㎝　カラー全5色：ウォームブルー/
ロイヤルピンク／ラテブラウン／イリジウム
シルバー／スカンジナビアンライラック

9,800円 8,400円

⑦
おやすみ靴下
【Ｍ22～23㎝、Ｌ23～25㎝】
カラー3色：ロイヤルパープル／ダークグ
レー／オレンジブラウン（Mサイズのみ）

2,450円 1,700円

⑧
ふわふわのびのび綿ブランケット
65×100㎝ 　カラー全4色：ウォー
ムブルー/ロイヤルピンク／イリジウム
シルバー／スカンジナビアンライラック

4,180円 3,300円

⑨ ホワイトグース
ダウン(羽毛布団)
カラー2色：
ピンク／ブルー

シングルロング
150×210㎝ 92,950円 83,000円

○10 ダブルロング
190×210㎝ 116,510円 104,000円

○11 ホワイトダック
ダウン(羽毛布団) 
カラー2色：
ピンク／ブルー

シングルロング
150×210㎝ 51,700円 46,000円

○12 ダブルロング
190×210㎝ 68,000円 60,500円

価格：1セット
券　種 会　　員 一　　般
① 4,400円 5,000円
② 2,500円 3,000円
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いちご空中農園
いわたへようこそ！
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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、締切日以降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

グランドホテル浜松  選べる！ いなんば ランチ券
★ とらいあんぐる磐田会員限定特別メニュー ★

２０枚（１会員２枚まで）
12月8日木 １７：００

アクトシティ浜松  中ホール
2月16日木 １９：００

アクト・プレミアム・シリーズ 2022
アレクサンダー・ガブリリュク（ピアノ）

チケット
斡旋

チケット
斡旋

日 時

枚 数
会 場

締切日 未就学児入場不可年齢制限

２０枚（１会員２枚まで）
12月8日木 １７：００

アクトシティ浜松  中ホール
2月23日木㊗ １5：００

手嶌葵  PREMIUM CONCERT 2023
PIANO＆STRING  QUARTET

チケット
斡旋

日 時

枚 数
会 場

締切日 未就学児入場不可年齢制限

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためチケット等の購入者（又は来場者）の氏名・電話番号を主催者に提出する場合があります
開催されるコンサート・展覧会・イベント等を自主的に辞退した場合、チケット代金の返金はできませんので予めご了承ください

画像はイメージです

画像はイメージです
画像はイメージです

１月１５日日～３月19日日 ※全日程予約制です。除外日はありません
【営業時間】１１：３０～１４：００（オーダーストップ１３：３０／１４：００閉店）
　　　　　※月曜定休

利用期間

ホテル別館　民芸割烹「いなんば」
【住　所】 浜松市中区東伊場１－３－１
【 T E L 】 ０５３－４５４－６３１２

会 場
20０枚（１会員２枚まで）
12月8日木 １７：００
前日の１２：００までに電話予約の上、お出かけください
仕入れ状況により料理内容が変更になる場合があります

枚 数
締切日
その他

令和４年10月29日土～令和5年1月15日日展示期間

●一般料金（１３歳以上）

A和食特別ミニ会席

季節の前菜盛り合わせ／みぞれ仕立て
白身魚唐揚げ入り／旬の造り三種盛／
鰤照り焼き・大根風呂吹き／小田巻蒸し 
銀あんかけ／蟹真如と海老芋天婦羅／
じゃこ山椒煮のせ菜飯/赤出し・香の物
／旬の果物

上和牛Ａ３ロース・100ｇ/海老2本/
帆立2個/焼野菜/いなんばサラダ/お食事/
バニラアイス

彩り豊かな季節の日本料理を
個室でゆっくりお愉しみください

シェフのナイフ捌きと、豪華
上和牛ステーキと海鮮の鉄板
焼きを目の前でお愉しみいた
だけます

B鉄板ステーキ 特別ランチ

①QRコードを読み込み、割引
クーポン取得専用WEB申込書
フォームより申込みください
②とらいあんぐる磐田にて会員
本人確認後、電子クーポンコード
をメールで通知します
③ダイワロイヤルホテルネットショッピングサイト「りぞ
けっと」にて会員登録後、電子クーポンコードを使用
してお買い物をお楽しみ頂けます

■ 当クーポンはとらいあんぐる磐田会員本人のみ利用可能です
■ 当クーポンは「りぞけっと」会員限定クーポンです。「りぞけっと」
マイページにログインの上、ご利用ください

■ 当クーポンの利用は1会員1回のみ使用可能です
■ 購入を完了される前に正しくクーポン（割引）が反映されているか
をご確認ください

■ 注文完了後はクーポンの適用はできません
■ 当クーポンは換金・譲渡することはできません
■ 他のクーポンとの併用はできません
■ 一部割引対象外の商品があります。予めご了承ください

ご利用の流れ クーポンの利用の注意事項

※2歳以下は無料です
※6月は生育状況により開園判断をします
　開園できない場合があります

料金が変わりました（45分の食べ放題料金）

日本各地さまざまな「産地からの贈り物」を
ご自宅でお楽しみください！

開園期間 通常料金 施設利用券使用負担額
11～12月 2,800円 2,300円
1月 2,500円 2,000円

2・3・4月 2,000円 1,600円
5月 1,500円 1,200円
6月 1,200円 　900円

開園期間 通常料金 施設利用券使用負担額
11～12月 2,200円 1,800円
1月 2,000円 1,600円

2・3・4月 1,500円 1,200円
5月 1,000円 　800円
6月 　700円 　500円

チケットはA・B共通券です。 事前電話予約の際に、「AまたはB」を選択ください
A・Bともに今年はワンドリンク付♪【グラスビール/グラスワイン/ジンジャエール/コーラ/ウーロンから選択】

©Marco Borggreve

価格：1枚
会　　員 一　　般

4,000円 4,950円

割引クーポン申込期間
割引クーポン利用期間

2023年1月31日（火）まで
2023年2月28日（火）まで

磐田市香りの博物館にて
開館２５周年記念 市原淳のポップな世界展 が開催されます

つづさき観光
みかん狩りが
開園中です

● 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ります

いちご空中農園
いわた が開園中です
いちご空中農園
いわた が開園中です

★ダイワロイヤルホテルのショッピングサイト
　「りぞけっと」の商品が割引価格で
　　お求めいただけます

いちご空中農園いわたでは
「とらいあんぐる磐田おトク券
１,０００円」も利用いただけます

施設利用券の使える施設

施設利用券の
使える施設

施設利用券の使える施設

●子供料金（３歳～１２歳）

価格：S席1枚
会　　員 一　　般

6,000円 6,500円

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

7,300円 8,000円


