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■日　　時 2016年9月17日（土）
 開場16：00/開演17：00
■会　　場 とりぎん文化会館　梨花ホール
■料　　金

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数 20枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期間 2016年5月16日（月）～5月27日（金）15：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡します。

会員料金 一般前売料金
800円500円

会員料金 一般前売料金
1,400円1,000円

■会　　期 2016年4月29日（金・祝）～5月29日（日） ※会期中無休
■会　　場 米子市美術館
■時　　間 10:00～18:00（最終入館は閉館30分前まで）
■料　　金 

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数 100枚（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えて
 ジョイサポートよなごまで
■申込期間 2016年5月12日（木）
 　　　～5月27日（金）

会員料金 一般料金
5,000円4,200円

会員料金
S席
一般前売料金
7,000円6,100円

会員料金
S席
一般前売料金
5,200円4,300円

■日　　時 2016年8月7日（日）開場13：15/開演14：00
■会　　場 とりぎん文化会館　梨花ホール
■料　　金

 ※未就学児童入場不可　※全席指定
■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数 10枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期間 2016年5月12日（木）～5月24日（火）15：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡します。

■日　　時 2016年7月25日（月） 開場17:45/開演18:30
 2016年7月26日（火） 開場　9:45/開演10:30
 　　　　　　　　　　　　開場12:45/開演13:30
■会　　場 米子コンベンションセンター
■料　　金

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数 各15枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期間 2016年5月12日（木）～5月26日（木）15：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡します。

会員料金 一般料金
1,800円1,000円

■利用可能劇場 全国のMOVIX劇場、新宿・丸の内ピカデリー
 神戸国際松竹、東劇、全国のイオンシネマ
■料　　金

 ※2016年9月末まで鑑賞可能 
■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数 200枚（申込多数の場合、抽選）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期間 2016年5月12日（木）～5月31日（火）
■そ　の　他 当選者の方のみ、6月7日（火）までに連絡いたします。

シネマチケット

■日　　時 2016年８月31日（水）　
 開場18:00/開演18:30
■会　　場 米子市公会堂
■料　　金 全席指定6,000円（税込）
■対　　象 会員1人2枚まで（定価斡旋）
■斡旋枚数 30枚（先着順）
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
■申込期間 2016年5月12日（木）～5月20日（金）15：00
■そ　の　他 チケットの準備ができ次第連絡いたします。

■上映開始日 2016年6月25日（土）公開
■料　　金

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数 50枚（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えて
 ジョイサポートよなごまで
■申込期間 2016年5月12日（木）
                        ～6月24日（金）
■そ　の　他 前売特典は、ついておりません。

ベンチャーズジャパン・ツアー2016ベンチャーズジャパン・ツアー2016

©Tasha Tudor and Family, Inc. 2015 Photo by Richard W. Brown

©Disney, ©Disney&Pixar

ⓒ 2016「日本で一番悪い奴ら」製作委員会

ⓒ尾田栄一郎／2016「ワンピース」製作委員会

ⓒ2016映画「星籠の海」製作委員会

■上映開始日 2016年7月23日（土）公開
■料　　金

■対　　象 会員1人2枚まで
 （親子ペア券1人1枚）
■斡旋枚数 各50枚（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えて
 ジョイサポートよなごまで
■申込期間 2016年5月12日（木）
            ～7月22日（金）
■そ　の　他 前売特典は、ついておりません。

会員料金 一般前売料金
1,400円1,000円
800円600円

一般（高校生以上）

2,100円1,500円
小人（3歳～中学生）
親子ペア（一般＋小人）

会員料金 特別前売料金
1,100円900円

■上映開始日 2016年6月4日（土）
■料　　金

■対　　象 会員1人2枚まで
■斡旋枚数 50枚（先着順）
■申込方法 申込後、代金添えてジョイサポートよなごまで
■申込期間 2016年5月12日（木）～6月3日（金）
■そ　の　他 前売特典は、ついておりません。

 チケットの斡旋

ドラゴンクエスト
コンサート
鳥取公演

ディズニー・ライブ！
米子公演
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■料金・取扱枚数

■申込開始 2016年5月12日（木）～　先着順
■申込方法 申込書によりお申し込みください。
 ※申込受付期限後のキャンセルは、一切できません。
■そ　の　他 ・ 申込後、チケットの確認をして事務局よりご連絡いたします。
　　　　　　　・ 金土日祝以外のカード希望の方は、確認をして可能であればおとりできます。

2,900円
一般料金
3,600円内野指定席A1塁側

取扱枚数
10枚

会員料金

公式戦入場券

マツダスタジアムで開催される8月までの公式戦です。
９月以降の公式戦日程については、次号にて。※6月17日～ 、6月24日～の各3連戦のチケットが、多少あります。

※お申し込みは、同一カード会員一人2枚までとさせていただきます。
※年間購入可能枚数の購入制限を会員一人4枚までとさせていただきます。
※座席位置についてはご希望に添えませんので予めご了承ください。

広島東洋カープ広島東洋カープ

中 日
阪 神
阪 神
阪 神
D e N A
D e N A
D e N A
巨 人
巨 人

18：00
18：00
18：00
18：00
18：00
18：00
18：00
18：00
18：00

7月18日(祝)
7月22日(金)
7月23日(土)
7月24日(日)
7月29日(金)
7月30日(土)
7月31日(日)
8月5日(金)
8月6日(土)

6月20日（月）

6月29日（水）

7月5日（火）

18：00
18：00
18：00
18：00
18：00

巨 人
阪 神
ヤクルト
ヤクルト
ヤクルト

8月7日(日)
8月11日(祝)
8月19日(金)
8月20日(土)
8月21日(日)

7月19日（火）

7月5日（火）

試合日 対戦 試合開始時間 申込受付期限 試合日 対戦 試合開始時間 申込受付期限

新規割引提携施設

■利用方法　1.ガイドブックチケット等申込書にて「入館補助券」を申込み。
　　　　　　2.「入館補助券」をお送りします。（お急ぎの方は事務局までとりにきて下さい）
　　　　　　3.海遊館チケット売場で「入館補助券」を提出し割引料金をお支払ください。
■利用資格　会員と家族
■利用期限　2017年3月31日（金）
■休　館　日　2017年1月11日（水）・12日（木）、2月15日（水）・16日（木）
■制限枚数　会員1人につき1年間に5枚まで
■そ　の　他　・入館補助券は1人につき1枚限り有効です。
　　　　　　・その他詳細は入館補助券に記載されています。

海遊館入館補助券
海遊館（大阪市港区海岸通り1-1-10）に割引料金で入館いただけます。

会員料金
2,300円大  人（16歳以上または高校生以上）
1,200円こども（小・中学生）
600円幼  児（4歳以上）

一般料金■利用料金　
1,600円
800円
300円

大日商事（株）より
今回、健康管理事業の一環として
家庭常備薬等の斡旋を
させていただきます。
この機会に是非ご利用ください。
救急箱セットを10名様に！！

プレゼント

米子ワシントンホテルプラザ、米子全日空ホテルのビアホールチケットは、会報7月号にて斡旋いたします。お知らせ

安来市安来町1116-1
☎0854-23-0911

りらくる安来店

■営業時間 10：00～翌2：30
■定　休　日 年中無休
■割引内容 りらくる60分コース
250円引き（2名以上300円引き）
■対　象　者 会員、その家族及び同伴者

鳥取ホール
☎ 0857-21-3030
鳥取市商栄町171

吉方ホール
☎ 0857-39-8787
鳥取市吉方153-7

岩美ホール
☎ 0857-37-5500
岩美群岩美町浦富645-9

松江葬祭会館
☎ 0852-25-8181
松江市東津田町1738

比津ホール
☎ 0852-55-8181
松江市比津町31

東出雲ホール
☎ 0852-52-7766
松江市東出雲町錦浜583-23

安倍ホール
☎ 0859-24-9922
米子市安倍51

福米ホール
☎ 0859-37-6677
米子市新開6丁目3-15

米子葬祭会館
☎ 0859-34-4444
米子市長砂町1075

安来ホール
☎ 0854-23-8282
安来市安来町977

境港ホール
☎ 0859-47-1414
境港市上道町3588

余子ホール
☎ 0859-47-3100
境港市竹内町1864-2

葬　　仙 フリーダイヤル  0120-444-200

■営業時間 24時間受付
■定　休　日 年中無休
■割引内容 葬儀基本料金10％引
■対　象　者 会員とその家族（2親等以内）
※お申込みの際に会員である旨をお申し出ください。
※上記以外に一部 割引対象商品あり。
　詳しくはお問合せ下さい。
※他の特典、割引等との併用はできません。

ご希望の方は、
申込書にご記入の上ご応募ください。
会員1人1回とし申込多数の場合は、
抽選といたします。当選者の方には、
事業所宛にお届けいたします。
応募締切日：5月31日（火）

錦化成 ポリプロピレン製箱
 ドラッグケース210
ウカイ利器 衛生器具３点セット
 ハサミ・毛抜・ピンセット
川本産業 医療ガーゼ １ｍ
第一三共 マキロンＳ 40ｍｌ
ライオン バファリンA 8錠
大塚製薬 オロナインＨ軟膏 20ｇ
共立薬品 キズリバテープBX1 ２サイズ50枚
第一三共 新ルルエース 50錠
大正製薬 大正漢方胃腸薬 8包
キョクトウ 正露丸 130粒


