
ハーモニーランド
パスポートチケット
通常：料金 3,000円

五感の翼を磨こう・芸術文化ゾーン

さらに

ご入会期間　2021年５月14日（金）～９月５日（日）

期間中、友の会びびTAKASAGO会員（年会費5,000円）、
またはKOTOBUKI会員（年会費10,000円）に新規ご入会の方へ、

「サンリオ展」チケットなどが付いた「わくわく子どもチケットセット」をもれなくプレゼント！
さらに、新規入会者先着100名様限定で、「ハーモニーランドのパスポートチケット」が１枚付いてくる！

通常時の入会よりも、なんと5,100円もお得！（※先着100名様のみ）

ハーモニーランド招待券

その他にも様々な特典あり！

10時間分の駐車券

OPAM企画展・コレクション展

年間パスポート※

iichiko総合文化センター主催・共催公演

チケット先行予約・割引購入

各展覧会を１回ずつ鑑賞して 6,900円
※一部展覧会は各２回まで無料（以降は団体料金割引）、
　その他展覧会は無制限で無料入場できます。
※今年度の対象展覧展の詳細については、裏面をご覧ください。

2,000円相当

OPAMの展覧会は、中学生以下なら
無料か割引価格で入場できます。
大人がびびTAKASAGO会員だと
親子で利用しやすくなりますよ。

TAKASAGO会員 ご入会の場合
（入会から１年間有効※／ 5,000円）

年会費5，000円の
TAKASAGO会員は
超コスパが良くて
オススメです。

お申込み方法などの詳細は裏面をご確認ください

特典の詳細はこちらをご覧ください ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

対象公演の最新情報はこちらをご覧ください ▶▶▶▶▶▶▶

※入会または更新日から、１年を経過した日の属する月の末日まで有効です。
（例：2021年６月１日に入会した場合、2022年６月30日まで有効です）

子ども・子育て応援

iichiko総合文化センター、大分県立美術館の駐車場で使用できます。

後援：大分県教育委員会、大分市教育委員会、別府市教育委員会、
　　　大分県保育連合会、大分県私立幼稚園連合会

サンリオファミリークラシック
リボンの国の音もだち
（小学生以下チケット 500円）

音楽の絵本
チェンバーオーケストラ
（小学生以下チケット 800円）

９/20（月・祝） 14：00開演　会場／iichikoグランシアタ
８/９（月・振休） ①12：00開演 / ②15：30開演
会場／iichikoグランシアタ

７/10（土）～９/５（日） 10：00～19：00（※金・土 ～20：00）　会場／大分県立美術館 １階 展示室A

サンリオ展  ～ニッポンのカワイイ文化60年史～ （小学生チケット 800円） 

何度も行ける！

先着100名様限定

今だけ
プレゼント

8,900円以上！8,900円以上！全ての特典を
利用する方なら 

5,100円お得！（先着100名様の場合）
通常時の入会よりも、 

※特典はいずれもメンバーご本人様のみのご使用に限ります。
TAKASAGO会員通常特典

キャンペーン特典

presents

びび割びび割
FREEPASSFREEPASS

わくわく子どもチケットセット
（チケット３枚組 2,100円分）
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《口座名義人》  公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団

■大分銀行 ソーリン支店（普） ５１３４８２０
■豊和銀行 本店（普） １１０６１３４

■ゆうちょ銀行 ０１７２０－５－１２４２０７ （ゆうちょ銀行利用の場合）
■ゆうちょ銀行 １７９支店（当） １２４２０７ （ゆうちょ銀行以外の他行利用の場合）

※振込手数料は、恐れ入りますが振込者のご負担となります。 

振込先

郵送・FAX・E -ma i l 窓口インターネット

問合せ・申込先
〒870-0029  大分市高砂町2-33
TEL.097-533-4025　FAX.097-533-4050
［電話でのお問い合わせ受付時間］平日9：00～17：00
E-mail bivi@opam.jp 

※★は必須記入項目です。未記入の項目があると登録ができませんのでご注意ください。
※ご記入いただいた個人情報は、会の運営・管理及び大分県の芸術文化の振興を目的とする以外には使用いたしません。
※迷惑メール対策をされている方は、[opam.jp]と[mail.emo.or.jp]のドメインを受信可能にしてください。

その他、来年度以降の催事を含め、会員有効期限までの
OPAM企画展・コレクション展が対象となります。

OPAM企画展・コレクション展 年間パスポート　2021年度対象展覧会

氏名★

TEL★　　　　　　　　　　　　　　　　 自宅 ・ 携帯

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   PC ・ 携帯

生年月日★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

性別★　　　　　        男性　・　女性

職業・学校名（例：会社員、公務員）

好きな芸術のジャンル（例：クラシック、日本画）

振込予定銀行　 大分銀行　・　豊和銀行　・　ゆうちょ銀行

□ TAKASAGO（5,000円）

□ KOTOBUKI（10,000円）

Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ ・ Ｅ

Ｆ ・ Ｇ ・ Ｈ ・ Ｉ ・ Ｊ

　　

Ａ 福田平八郎「花菖蒲」

Ｂ 田能村竹田「栄貴萬年図」

Ｃ 歌川豊春「観梅図」

Ｄ 生野祥雲齋「心華賦」

Ｅ 髙山辰雄「牡丹」

Ｆ チェンバロ

Ｇ 宇治山哲平「童」

Ｈ ホワイト

Ｉ ゴールド

Ｊ パールピンク

※実際のカードとは異なる場合がございます。
※数に限りがありますので、ご希望に添えない場合もございます。

※日中連絡が可能な電話番号

※お持ちの方は必ずご記入ください

iichiko総合文化センター
または大分県立美術館
（OPAM）１階のインフォ
メーションに、この入会
申込書をお持ちいただ
き、会費をお支払いくだ
さい。

下記入会申込書に所定の事項をご記入の
うえ、郵送いただくか、FAX・E-mail
にて送信してください。あわせて会費を
指定口座にお振込みください。

※E-mailの場合、下記申込書へご記入のう
え、画像ファイル（写真やスキャナー等）をメー
ルへ添付いただくか、またはメール本文へ申込
書記入項目に沿ってご入力のうえ、送信いただ
きますようお願いします。

専用ページに、必要事項を
記載してお申込みくださ
い。あわせて会費を指定の
口座にお振込みください。

◎メンバーズカードは、会費の納入を確認後、１～２週間後に郵送いたします。メンバーズカードの即日発行をご希望の方は、窓口にてお申込みください。いったん納められた会費の払い戻しはいたしません。
◎メンバーズカードは入会日または更新日から１年を経過した日の属する月の末日まで有効です。会費の入金をもって入会日とさせていただきます。

入会
申込方法

大分県芸術文化 友の会　　　　入会申込書

友の会びびに関する詳しい情報はホームページをご覧ください。

●佐藤雅晴 尾行 存在の不在／不在の存在 ................................. （一般 800円） 
　5/15（土）～6/27（日）
◎サンリオ展 ～ニッポンのカワイイ文化60年史～ ................... （一般 1,400円） 
　7/10（土）～9/5（日）
●生誕110年記念 糸園和三郎展 ～魂の祈り、沈黙のメッセージ～ ...  （一般 800円) 
　9/18（土）～10/31（日）
◎相田みつを全貌展 ～いのちの尊さ ことばのチカラ～ ......... （一般 1,200円） 
　11/26（金）～2022.1/23（日）

※◎マークの展覧会は各2回まで無料（以降は団体料金割引）、その他展覧会は無制限で入場できます。

□ わくわく子どもチケットセット
　 ＆ハーモニーランド招待券 （先着100名様）

□ ハーモニーランド招待券のみ （先着100名様）

□ わくわく子どもチケットセットのみ

住所★　　〒　　　　　　ｰ

希望ステージ★

希望キャンペーン★

希望カード★

西暦　　　　　　　年　　　　月　　　　日

フリガナ★

新規入会キャンペーン
子ども・子育て応援

用

※UME会員からの変更等、その他の手続きをご希望の方は、
　このチラシ下にあるお問合せ先へご連絡ください。

●GENKYO横尾忠則 「原郷から幻境へ、そして現況は？」 ......... （一般 1,200円） 
　12/4（土）～2022.1/23(日）
●大分県立美術館コレクション展 （５回） .  （一般 300円×５回＝1，500円）
　5/18（火）～2022.4/11(月） 

■KOTOBUKI会員も「わくわく子どもチケットセット」の内容はTAKASAGO会員と同様です。
■既にTAKASAGOまたはKOTOBUKI会員に入会済みの方も、＋500円で「わくわく子どもチケット
セット」を進呈します。ハーモニーランド招待券は、新規入会者のみの特典となります。また、過去
１年以上、友の会有料会員の実績がない方に限ります。

■UME会員は、＋2,500円でTAKASAGO会員へ変更し、キャンペーン特典を受け取ることが可能で
す。ただし、現在の有効期限を引き継ぐものとします。

■「リボンの国の音もだち」、「音楽の絵本」はiichiko総合文化センター 1Fインフォメーション、「サン
リオ展」は大分県立美術館1Fインフォメーションにて、本チケットとの引き換えが必要になります。
「わくわく子どもチケット」では、各イベントいずれもご入場できませんのでご注意ください。
■「リボンの国の音もだち」、「音楽の絵本」は、チケット完売公演となった場合、引き換えができなく
なります。チケットの販売状況を確認の上、早めのご入会をお勧めいたします。

TAKASAGO会員、KOTOBUKI会員なら下記全ての展覧会を 無料 でご覧になれます。

TAKASAGO会員・KOTOBUKI会員特典

http://www.opam.jp/page/information.html 

詳細については、大分県立美術館ホームページでご確認ください ▶▶▶


