
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

ポ ・ト・フー

パンドール

［ 店舗情報：2022年6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
お食事をされた方のみ

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 ￥1,530～
自家製ケーキ ￥640～

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

ビュッフェランチ ￥1,800

住　　所　宮崎市船塚3-210(劇場1F)

RESTAURANT　Ｌｅｓ   Ｍ  ｕｓｅｓ レミューズ

ビュッフェ
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

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♫

チョコホリック
　　　　ロースタリー



14
8/13 親子11:00

子供 14:00
大人 16:00

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・塩チョコパン・クリームパン

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」 ￥250

☆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！

グルメマップ

劇場の公式サイトでグルメマップをご紹介しております。
ぜひご覧ください♪

☆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

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

公益
財団
法人

【 劇場主催  公演日カレンダー 】 （前期） ♥マークの公演は
　０歳から入場可

パイプオルガン プロムナード・コンサート vol.172
土曜日の朝はオルガンでブランチを・・・「オルブラ」11:00 開演

’22みやざきの舞台芸術シリーズⅠ
御神木ヴァイオリン ～OTODAMA～

The Sixth Sense14:00 開演7/   3
11:00 開演7/13

パイプオルガン見学・体験会
オルガンふしぎ発見！

10/16

おんがくのおもちゃ箱シリーズPart.15
おとのたねバンド編6/12 11:00 開演

伝統文化シリーズ 第二弾
Let's和の音♪ 「邦楽と相撲」14:00 開演8/20
環ROY 『ことばで遊ぶ』14:00 開演9/11

9/17

パイプオルガン プロムナード・コンサート vol.171
土曜日の朝はオルガンでブランチを・・・「オルブラ」11:00 開演6/25

14:00 開演

クラシック・キャラバン２０２２
ピアソラ没後３０周年 ガラ・コンサート9/23 14:00 開演

こどももおとなも劇場 #7
茂山千五郎家 『狂言』10/29 14:00 開演

ひなたのバロック ＃311/  6 14:00 開演

Ver.27-2022

　★ １０月２９日（土）
シリーズ・ひなたのバロック　＃３★ １１月６日（日）
おんがくのおもちゃ箱シリーズPart.1６　■広告スペース １１月１３日（日）
ローマの休日コンサート　★ １１月２６日（土）
みやざきの舞台芸術シリーズ　御神木ヴァイオリン ～OTODAMA～ 
10月16日（日）
 
『夏の砂の上』　★ １２月３日４日
佐渡×シエナ　★ １２月１１日（日）
パイプオルガン・プロムナードコンサート「オルブラ」vol.171　■広告スペース 
１２月１７日（土）
レクチャーコンサート １２月２４日（土）
新春コンサート　★ １月１５日（日）
みやざきの舞台芸術シリーズ　「喫煙室」 １月28日（土）29日（日）
プロジェクト「の、まど」in日南市 
ミュージック・シェアリング　★ ２月１２日（日）
NHK交響楽団　■広告スペース ２月２５日（土）
新 かぼちゃといもがら物語#７　★見開き ３月１日（水）～５日（日）１１日１２日
東京
 
室内楽の花束 

はじめてのクラシック♪ ＃13～フルート～

11:00 開演 はじめてのクラシック♪ ＃14～ピアノ～10/19


