
 

ディズニー・オン・アイス 神戸公演 
「JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY」 

おすすめ ひさしぶりのディズニー・オン・アイスは、こんなにすごい。3年ぶりの、夢と魔法を。 

内 容 

今回は、日本公演35回目を記念した特別な作品をお届けします。 
「美女と野獣」、「リトル・マーメイド」、「アナと雪の女王」といった世代を超えて愛される名
作の数々が会場を盛り上げます。 
会場中が魔法に包まれた、特別なショーをお楽しみください！ 

斡旋日 

2022年9月2日(金)18:30開演 

2022年9月3日(土)14:30開演 

2022年9月4日(日)14:30開演 

会場 神戸ワールド記念ホール（ポートライナー「市民広場」駅からすぐ）  

優待内容ご案内 

チケット代 

通常前売価格【S席】7,500円  

→互助会･福利厚生センター会員優待価格 9/2(金)18:30 （会員）5,500円 

                   9/3(土)、4(日)各14:30（会員）6,000円 

ご優待枚数 斡旋予定枚数 各回50枚（会員おひとり様４枚まで ※1公演のみ申込み可） 

注意事項 

※3 歳以上有料。2 歳以下のお子さまは大人 1 名につき 1 名まで膝上無料。お席が必要の場合は有料です。  

※お申込み後のキャンセルにつきましては、お断りいたします。 

※申込み多数の場合は抽選となります。抽選は申込書単位で行います。 

※お席は会員番号ごとにご準備いたします。 

会員番号が異なれば、1枚のお申込用紙にご記入いただいても連席にはなりませんのでご了承ください。 

■新型コロナウイルスおよび会場の安全対策については、公式ホームページをご覧ください。 
※最新情報はオフィシャルサイトにてご確認ください。 

※チケットご購入の際には、ご自身の体調や環境をふまえご判断くださいますようお願いいたします。 

公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外の払い戻しはいたしません。 

申し込み方法 

締切日 2022年7月1日(金)必着 申込期限後のお申し込みは無効 

申込先（FAX） 
FAX：０６－７７３２－８８８６ 
お問合せ：キョードー大阪 
（TEL：０６－７７３２－８８５５） 

互助会事務局では受け付けません 

★FAX申込もしくはWEB申込のいずれかよりエントリーをお願いいたします。★ 

① 下記必要事項を記入 

② 本用紙をFAX（０６－７７３２－８８８６）もしくは右QRコードよりエントリー 

③ キョードー大阪から当選者に当選FAXが届く。その際予約番号もお伝えします。 

④ 全国のローソンチケット店頭レジにてお支払い･チケット入手。 

⑤ 当日は会場へチケットを必ず持参してください。 

施設・団体名  

施設住所 〒 

担当者名  施設・団体番号  

電話番号  FAX番号  

 

会員番号 会員名 希望日時 枚数 単価 小計 
当選・落選 

弊社使用欄 

  9月  日  ：     枚     円      円  

  9月  日  ：     枚     円 円  

  9月  日  ：     枚     円    円  

      合計 円  

互助会・福利厚生センター 会員のみなさまへ 



8/6(土)〜14(日)  大阪城ホール

9/2(金)〜4(日)  神戸ワールド記念ホール
主催：読売テレビ / 読売新聞社 / 報知新聞社　協賛：トヨタ自動車株式会社　協力：第一生命保険株式会社 / NIPPON EXPRESSグループ / 株式会社 JTB / 株式会社ジェーシービー

後援：アメリカ大使館 / 全国日米協会連合会　運営協力：キョードーマネージメントシステムズ 　招聘：中京テレビ　ツアー運営協力：制作舎　
お問合せ：ディズニー・オン・アイス関西公演事務局 ☎0570-200-887 （ 11:00～1６:00 日・祝休み）

主催：読売テレビ / 読売新聞社 / 報知新聞社　協賛：トヨタ自動車株式会社　協力：第一生命保険株式会社 / NIPPON EXPRESSグループ / 株式会社 JTB / 株式会社ジェーシービー
後援：アメリカ大使館 / 全国日米協会連合会　運営協力：キョードーマネージメントシステムズ 　招聘：中京テレビ　ツアー運営協力：制作舎　

お問合せ：ディズニー・オン・アイス関西公演事務局 ☎0570-200-887 （ 11:00～1６:00 日・祝休み）

ショーの詳しい内容は
公式サイトをチェック！
ショーの詳しい内容は
公式サイトをチェック！

ディズニー・オン・アイスが3年ぶりに帰ってくる！



「ディズニー・オン・アイス」

 「リトル・マーメイド」「アナと雪の女王」

ディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによって
ディズニーストーリーの夢の世界をお届けする　　　　　　　　　 が待望の再開！

今回は、日本公演35回目を記念した特別な作品をお届けします。
　　　　　、　 　　　　　　 、　　　　　　　といった世代を超えて

愛される名作の数々が会場を盛り上げます。
会場中が魔法に包まれた、特別なショーをお楽しみください！

●公演スケジュール
大阪公演  8/6(土)～14(日)  会場：大阪城ホール大阪公演  8/6(土)～14(日)  会場：大阪城ホール

公演時間：約2時間（途中休憩含む）  開場は、各開演の60分前(予定)公演時間：約2時間（途中休憩含む）  開場は、各開演の60分前(予定)

●座席図

神戸公演  9/2(金)～4(日)  会場：神戸ワールド記念ホール神戸公演  9/2(金)～4(日)  会場：神戸ワールド記念ホール
●公演スケジュール

公演時間：約2時間（途中休憩含む）  開場は、各開演の45分前(予定)公演時間：約2時間（途中休憩含む）  開場は、各開演の45分前(予定)
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初開催!
■最寄駅：ポートライナー「市民広場」駅からすぐ

●座席図
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ディズニーキャラクターの衣装（全身）を
着てご来場の小学生以下のお子様に、
会場内にてオリジナルグッズをプレゼント！

撮影OK！！撮影OK！！

※写真・動画撮影の際も
常時感染症対策を
目的としたマスクを
着用してください。

※写真・動画撮影の際も
常時感染症対策を
目的としたマスクを
着用してください。

２名以上で、「ミッキーマウス」もしくは
「ミニーマウス」のおそろコーデで
ご来場の方にオリジナルグッズプレゼント！

※2歳以下のお子様は大人1名につき1名まで膝上無料。但しお席の必要な方は有料。※2歳以下のお子様は大人1名につき1名まで膝上無料。但しお席の必要な方は有料。
※車いす席は、車いす一台につき付き添いの方1名まで購入可能。※車いす席は、車いす一台につき付き添いの方1名まで購入可能。

●料金(大阪・神戸共通) [全席指定・税込][全席指定・税込]

プレミアム席 10,000円S席 7,500円/A席 5,500円/

※対象公演は公演スケジュールをご覧ください。
※詳細はディズニー・オン・アイス公式サイトをご参照ください。

団体販売

【チケットご購入のお客様へ】政府、自治体の要請に応じて感染症対策を実施します。ご来場前に公式サイトで詳細をご確認下さい。

福利厚生や、こども会のレクレーション、
芸術鑑賞会など各種団体受付承ります！(30名様以上)

ディズニー・オン・アイス関西公演事務局
☎0570-200-887(11:00～1６:00 日・祝休み)

5/14(土)10:00よりチケット一般発売開始！

※0570で始まる電話番号は､一部の携帯電話・IP電話からはご利用になれません｡ ※音声自動応答での受付番号はダイヤル回線からのご利用はできません｡ プッシュ回線またはトーン信号の出る電話機からおかけください｡

車
い
す
席

https://w.pia.jp/t/doi2022/　チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/doi2022/
https://l-tike.com/doi/ 　　　　イープラス　　　https://eplus.jp/doi/  
http://cncn.jp/doi2022/ TEL:0570-08-9999 ※オペレーター対応 【発売日(5/14)のみ】0570-08-9988(10:00～23:59)
《大阪》http://7ticket.jp/sp/doi-osaka  《神戸》http://7ticket.jp/sp/doi-kobe
《大阪》http://r-t.jp/doi-osaka2022　《神戸》http://r-t.jp/doi-kobe2022

主催者受付サイト
ローソンチケット
CNプレイガイド
セブンチケット
楽天チケット
※車いすでのご来場の方は、右記にて「車いす席」をご購入ください。（5/14(土)より発売）【車いす席受付電話番号】017-718-8161 （10:00～18:00　土日祝含む）　　

思い出の写真を
たくさん撮って
SNSでみんなに
シェアしよう！

思い出の写真を
たくさん撮って
SNSでみんなに
シェアしよう！

セブンイレブン 
セブンイレブン店舗内マルチコピー機
《大阪：Pコード：647-687》 《神戸：Pコード：647-688》
ローソン・ミニストップ 店舗内Loppi
《大阪・神戸共通 Lコード：50000》
ファミリーマート 店舗内Famiポート

店頭販売店頭販売 インターネット・電話販売インターネット・電話販売


