
　

営業時間　7:00~17:00
定  休  日　毎週月曜日・火曜日
電話番号　080-5247-0185

角食パン￥300  塩チョコパン￥160  クリームパン￥180

ベーカリー　パンドール

住　　所　宮崎市神宮西1-142 アロハビレッジ一番館 101

お買い物をされた方で当日のみ

お買い上げ金額
より５０円OFF!

-お菓子の工房-　リューヌ・ドゥ・プランタン
営業時間　9:30~19:00
定  休  日　不定休
電話番号　0985-28-5637

プランタンだけのオリジナル「チーズパイ」 ￥158

☆公演後１週間有効
☆1,000円以上
　ご購入の方限定！

住　　所　宮崎市船塚2-72

チーズパイ２個
プレゼント！

公益
財団
法人

Ver.26-2022

4/30 14:30開場
15:00開演

5/ 7 14:00開場
15:00開演

シリーズ「ポップス・オーケストラin みやざき」
ベスト・オブ・スクリーン・ミュージック
～映画音楽は時代を超える

演奏会〔１〕
エクスペリメンタル・コンサート
「ザ・ビートルズ」 ～Love Me Doから60年

14:00開場
15:00開演

5/ 9 18:30開場
19:00開演

5/11 18:30開場
19:00開演

5/ 8

5/14 14:00開場
15:00開演

5/15 14:00開場
15:00開演

演奏会〔2〕 ｢大野和士の世界」
～日本が誇るマエストロ、音楽祭との出会い

Special Concert Ⅰ
巨匠マイスキー「魂の無伴奏チェロ」

Special Concert Ⅱ
「光と影の色彩」 ～ピアノとダンスで描く印象派

演奏会〔4〕 ｢喪失と悲哀を越えて」
～大野和士が捧げるレクイエム

演奏会〔5〕 ｢祝賀の舞」
～ここに集い、明日を音祝ぐ

住　　所　宮崎市霧島3-6
電話番号　0985-31-1230

営業時間　11:30~13:30 / 18:00~22:00(20:00 L.O.)

アミカル ￥1,760 (スープ・魚料理・肉料理・
焼きたてパン・デザート・コーヒー)

定  休  日　毎週月曜日・第3日曜日

Ch.Restaurant ＢＥＬＬＥ  ＥＰＯＱＵＥベルエポック

ワンドリンク
サービス !

5/  3

シリーズ「Ｏｈ！Ｍｙ！クラシック」
ときめきは海を越えて
～人間国宝 玉三郎の音楽世界

5/13 18:30開場
19:00開演

演奏会〔3〕 三浦文彰の挑戦
「ヴィルトゥオーソたちとの新世界」

☆お食事やお買い物をされた方のみ受けられる特典です♪

☎:0985-65-6888

5/ 1 14:30開場
15:00開演

気軽にクラシック「500円コンサートの日」
ワンコインで楽しむ、気軽なクラシックの一日

営業時間　10:30~16:00
営  業  日　不定休

Bean to barチョコレート専門店
チョコ・ドリンク・軽食

chocoholic roastery

住　　所　宮崎市神宮1-248

ドリンク
１０% OFF!

チョコホリック
　　　　ロースタリー

電話番号　0985-71-3795

14:00開場
15:00開演



公演日は、
チケットの半券を持ってお店へ行こう！

南九州
大学

＊公演のチケットを持ってお店へＧｏ！
　お店で飲食・購入された方は素敵な特典が受けられます。
＊特典は、お持ちのチケットの公演当日に限り有効です。
　（対象公演については、裏面の「公演日カレンダー」をご覧ください）
＊チケットの提示が無い場合はお店の特典を受けることができません。
＊チケットの裏にスタンプやサインを明記させていただく場合がござ
　います。
※各店舗の都合により、営業日・時間等情報が変更になる場合がございます。
　あらかじめご了承ください。
※表示価格はすべて税込価格です。

博物館

臨時
駐車場 宮崎神宮

図書館
美術館

宮崎県総合
文化公園

船塚３丁目

矢の先

精進 チャゴ

花の飯屋

杏カフェ

リューヌ・ドゥ・プランタン

ブランダジュール

レミューズ
エム・ブルー

ポ ・ト・フー

パンドール

［ 店舗情報：2022年2月1日現在 ］

フランス料理　ポ・ト・フー
営業時間　11:30~22:00(L.O.20:00)
定  休  日　第２月曜日
電話番号　0985-24-0613

サービスランチ ￥1,500

住　　所　宮崎市神宮西1-44
お食事された方のみ

ウーロン茶or
オレンジジュース
１杯プレゼント！

営業時間　11:30~22:00(21:00 L.O.) <火～日・祝>
定  休  日　毎週月曜日(祝日の場合は翌日)
電話番号　0985-42-6298

メイソンジャーサラダ付きランチ ￥1,518～
フルーツたっぷり自家製ケーキ ￥638～

住　　所　宮崎市神宮1-253

ご飲食代
１００円OFF!

杏カフェ(夜カフェ)

他の割引との併用はできません

営業時間　11:30~14:00 / 17:00~21:00(夜要予約)
定  休  日　毎週月曜日
電話番号　0985-31-2408

パレットランチ ￥1,500

住　　所　宮崎市船塚3-210(劇場1F)

RESTAURANT　Ｌｅｓ   Ｍ  ｕｓｅｓ レミューズ

パレット
ランチ

１０% OFF!

ブランダジュール

ケーキセット
１０% OFF!

営業時間　10:00~19:00
定  休  日　毎週月曜日・第３火曜日
電話番号　0985-31-8230

ケーキセット ￥770  ショートケーキ ￥411～

^PATISSERIE　Brin d’Azur

住　　所　宮崎市霧島3-6

住　　所　宮崎市神宮2-1-24

営業時間　10:00~19:00
定  休  日　毎週火曜日(祝日の場合は翌日）
電話番号　0985-23-2437

ダックワーズ ￥205
ロールケーキデコレーション ￥1,620 (メッセージ付も可）

お買い物された方のみ

フランス菓子　Ｍ   ｂｌｅｕ  エム・ブルー
ダックワーズ等
焼き菓子１個
プレゼント！

営業時間　11:00~14:30 / 17:30~21:00
定  休  日　火曜日の夜・水曜日

とまとうどんセット￥880
※スープが無くなり次第終了

とまとうどん と お食事　花の飯屋

住　　所　宮崎市霧島4丁目1番地
電話番号　0985-69-7573

コーヒーなど
ソフトドリンク
１杯プレゼント！

８００円以上
お食事をされた方に

 
精進 CHAGO

営業時間　月~木 11:45~14:45 / 18:00~22:00(L.O.各終了1時間前)
　　　　　日曜日11:45~15:00
定  休  日   毎週火曜日・第２月曜日

(不定休あり）電話番号　0985-69-1677

純御膳 ￥1,580　宮の咲御膳 ￥1,580
清御膳 ￥1,830

住　　所　宮崎市神宮西2-141

ご飲食代
１５０円OFF!

☆お食事やお買い物をされた方のみ受けられる特典です♪

お席の空席確認を
　　　　いたします♫

ベルエポック チョコホリック
　　　　ロースタリー


