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「払いもどし」について、コ－プサ－ビスよりお手紙（お電話の場合もあります）をお送りいたします。「払いもどし」について、コ－プサ－ビスよりお手紙（お電話の場合もあります）をお送りいたします。「払いもどし」について、コ－プサ－ビスよりお手紙（お電話の場合もあります）をお送りいたします。「払いもどし」について、コ－プサ－ビスよりお手紙（お電話の場合もあります）をお送りいたします。
お手元のチケットは無くさずに大切に保管して頂くようお願いいたします。お手元のチケットは無くさずに大切に保管して頂くようお願いいたします。お手元のチケットは無くさずに大切に保管して頂くようお願いいたします。お手元のチケットは無くさずに大切に保管して頂くようお願いいたします。
※テ－マパ－ク・展覧会等の開催期間の変更や臨時休館については、施設ごとに異なりますので、各施設に直接お問い合わせいただくか、公式サイトをご確認ください。※テ－マパ－ク・展覧会等の開催期間の変更や臨時休館については、施設ごとに異なりますので、各施設に直接お問い合わせいただくか、公式サイトをご確認ください。※テ－マパ－ク・展覧会等の開催期間の変更や臨時休館については、施設ごとに異なりますので、各施設に直接お問い合わせいただくか、公式サイトをご確認ください。※テ－マパ－ク・展覧会等の開催期間の変更や臨時休館については、施設ごとに異なりますので、各施設に直接お問い合わせいただくか、公式サイトをご確認ください。

カテゴリー 名称 開催日 場所 対応内容
音楽 男声フォレスタ・セレクション 3月4日 はつかいち文化ホ－ル 中止決定、組合員さんにはDM郵送、3月2回のお届け表にて返金処理します。（配送時チケット回収）

綾戸　智恵 3月7日 呉信用金庫ホ－ル 5月30日に延期決定、郵送にて組合員さんに払い戻し方法も含めて案内
ワシントン・ナショナル交響楽団 3月8日 広島文化学園HBGホール 中止決定、3月9日以降にHPで払い戻し方法をお知らせ。利用組合員には郵送にてお知らせします。
E-ｇiｒｌｓ 3月14日 マリンメッセ福岡 中止決定、3月19日以降にHPで振替公演をするかしないか、払い戻し方法などをお知らせ。
BEGIN 3月15日 東広島芸術文化ホ－ルくらら大ホ－ル 6月5日に延期決定、郵送にて組合員さんに払い戻し方法も含めて案内
田原俊彦 3月15日 リ－ガロイヤルホテル広島 7月26日に延期決定、郵送にて組合員さんに払い戻し方法も含めて案内
KAN 3月15日 JMSアステ－ルプラザ中ホ－ル 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員さんに案内
反田恭平 3月20日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員に案内
斎藤和義 3月21日 リ－デンロ－ズ 8月21日に延期決定、郵送にて組合員さんに払い戻し方法も含めて案内
辻井伸行×宮田大 3月26日 広島文化学園HBGホール 中止決定、購入者には払い戻し方法などを郵送でお知らせ。
クレバ 3月27日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 中止決定、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
阿部真央 3月29日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員に案内
浜崎　あゆみ 3月31日 広島文化学園HBGホール 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員さんに案内
伊藤　蘭 4月2日 上野学園ホ－ル 中止決定、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
山本　彩 4月5日 上野学園ホ－ル 中止決定、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
渡辺美里 4月10日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員に案内
岡村靖幸 4月12日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 4/12公演は中止決定、延期か払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
ブラバン・ディズニ－ 4月12日 上野学園ホ－ル 4/12公演は中止決定、延期か払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
QUEEN 4月12日 広島NTTクレドホ－ル 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員さんに案内
リンドバ－グ 4月15日 広島セカンド・クラッチ 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員さんに案内
及川　光博 4月18日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員さんに案内
三浦　祐太郎 4月25日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員さんに案内
広響POPSコンサ－ト 4月29日 広島国際会議場フェニックスホ－ル 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員さんに案内
松山　千春 5月1日 広島文化学園HBGホール 11月9日に延期決定、購入者には払い戻し方法など含め郵送でお知らせ。
ゴスペラ－ズ 5月5日 上野学園ホ－ル 延期決定、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
山崎まさよし 5月5日 岡山市立市民文化ホ－ル 延期決定、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
山崎まさよし 5月6日 広島NTTクレドホ－ル 延期決定、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
DREAM　THEATER 5月6日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員に案内
パ－ソンズ 5月9日 JMSアステ－ルプラザ中ホ－ル 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員さんに案内
アクセス（ACCESS) 5月10日 広島クラブクアトロ 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員さんに案内
前川清＆川中美幸　2人爆笑 5月13日 上野学園ホ－ル 中止決定、5月1回で一括返金処理をして配送時にチケット回収。利用組合員には郵送にてお知らせします。
藍井　エイル 5月15日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 延期決定、組合員さんには郵送で案内
馬場　俊英 5月16日 JMSアステ－ルプラザ中ホ－ル 延期決定、組合員さんには郵送で案内
岸谷　香 5月17日 広島クラブクアトロ 中止決定、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
水谷　千重子 5月17日 広島文化学園HBGホール 中止決定、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
sumika 5月17日 広島サンプラザホ－ル 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員さんに案内
角松敏生 5月23日 岡山市立市民文化ホ－ル 中止決定、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
角松敏生 6月16日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 中止決定、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
ソナ－ポケット 5月23日 岡山市民会館 未定
ソナ－ポケット 5月29日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 未定
ウォルト・ディズニ－アニメーション 6月7日 広島文化学園HBGホール 未定
オレンジレンジ 6/13・6/14 広島クラブクアトロ 未定
鈴木雅之 6月19日 岡山市民会館 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員さんに案内
鈴木雅之 6月21日 上野学園ホ－ル 延期決定、主催元から連絡あり次第組合員さんに案内
チョ・ソンジン 5月31日 上野学園ホ－ル 延期決定、組合員さんには郵送で案内
前川清＆川中美幸　2人爆笑 6月24日 リ－デンロ－ズ 未定
THE　ALFEE 6/27・6/28 上野学園ホ－ル 未定
coba 7月5日 広島ゲバントホ－ル 未定
絢香 7/18～19 上野学園ホ－ル 中止決定、チケットの代わりにお詫び文を同封（0円請求）。
小柳ゆき 7月19日 三原市芸術文化センタ－ポポロ 未定
南こうせつ・伊勢正三・イルカ・いいくぼさおり 8月7日 広島国際会議場フェニックスホ－ル 未定
春風亭一之輔のドッサリまわるぜ 8月21日 上野学園ホ－ル 未定
春風亭一之輔のドッサリまわるぜ 8月22日 三原市芸術文化センタ－ポポロ 未定
ザ・ベンチャ－ズ 8月28日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 未定

舞台 ランチ落語会（円楽・たい平） 3月23日 リ－ガロイヤルホテル広島 5月22日の振替も中止決定、郵送にて組合員さんに払い戻し方法も含めて案内
梅垣義明60 3月26日 BLUE　LIVE広島 中止決定、購入者には払い戻し方法などを郵送でお知らせ。
立川談春 4月4日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 11月4日に延期決定、郵送で購入者に案内します。
汚れなき瞳 4/10～4/12 北九州芸術劇場大ホ－ル 中止決定、払い戻し方法が確定しだい購入者に郵送でお知らせ。
松竹大歌舞伎 4月16日 リ－デンロ－ズ 中止決定、払い戻し方法が確定しだい購入者に郵送でお知らせ。
松竹大歌舞伎 4月18日 呉信用金庫ホ－ル 中止決定、払い戻し方法が確定しだい購入者に郵送でお知らせ。
きかんしゃト－マス 4月18日 広島文化学園HBGホール 中止決定、詳細が固まり次第、購入者には払い戻し方法などを郵送でお知らせ。
きかんしゃト－マス 4月19日 リ－デンロ－ズ 中止決定、詳細が固まり次第、購入者には払い戻し方法などを郵送でお知らせ。
笑いイチ 4月19日 上野学園ホ－ル 4/19の公演は中止決定、延期か中止か払い戻し方法が確定しだい購入者に郵送でお知らせ。
たけしの挑戦状 4月28日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 中止決定、払い戻し方法が確定しだい購入者に郵送でお知らせ。
IKKO 5月5日 リ－ガロイヤルホテル広島 延期決定、振替公演、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
コ－ラスライン 5/19～5/22 上野学園ホ－ル 中止決定、払い戻し方法は利用組合員さんには配送時にてお詫びDMでお知らせします。
ピュ－ロマスケティア 5月23日 広島文化学園HBGホール 未定
東京ゲゲゲイ歌劇団 6月6日 広島文化学園HBGホール 未定
ドラム　TAO　2020 6月21日 リ－デンロ－ズ 延期決定、振替公演、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
ドラム　TAO　2020 6月23日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 延期決定、振替公演、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
リムジン 6月25日 JMSアステ－ルプラザ大ホ－ル 中止決定、払い戻し方法が確定しだい購入者に郵送でお知らせ。
王と花魁 6月27日 広島文化学園HBGホール 中止決定、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
王と花魁 6月28日 リ－デンロ－ズ 中止決定、払い戻し方法は利用組合員には郵送にてお知らせします。
桂　文珍　独演会 6月28日 広島国際会議場フェニックスホ－ル 未定
流れ星 7月18日 岡山・さん太ホ－ル 未定
アルキメデスの大戦 7月19日 呉信用金庫ホ－ル 未定
仮面ライダ－ス－パ－ライブ 7月23日 呉信用金庫ホ－ル 未定
恐竜どうぶつ園 8月21日 呉信用金庫ホ－ル 未定
恐竜どうぶつ園 8月22日 上野学園ホ－ル 未定
恐竜どうぶつ園 8月23日 三原芸術文化センタ－ 未定

美術 米村でんじろうふしぎな実験室 3/14～4/5 広島マリ－ナホップ 中止決定、4月17日までにチケットを担当者に返却いただき支所で返金処理。
花のお江戸ライフ 3/14～5/6 尾道市立美術館 4月15日より臨時休館。お申し出があれば返品受付可。
にじいろのさかな 4/11～6/7 ふくやま美術館 4月15日より臨時休館。お申し出があれば返品受付可。
竹久夢二と乙女たち 4/18～6/8 島根県立岩見美術館 開催中止、お手持ちのチケットが開催期間内であれば返品可
ダンボ－ル遊園地恐竜ワ－ルド 4/25～5/10 広島マリ－ナホップ 開催中止が決定、ご利用者には配送時にDM配布で案内。返金受付は3/31日迄
大相撲展 4/25～6/28 筆の里工房 開催中止が決定、ご利用者には郵送で案内配布。返金受付は6/26日迄
ちびまる子ちゃん展 4/4～5/17 ひろしま美術館 延期決定。お申し出があれば返品可。購入者には案内を郵送します。
大和ミュ－ジアム 大和ミュ－ジアム 3/2～休館、再開は様子を見ながら。3月1回受注者から案内同封します。
川端龍子展 4/2～5/31 広島県立美術館 臨時休館延長。お申し出があれば返品可。
広島キルト＆ステッチショ－ 5/8～5/10 広島県立広島産業会館 開催中止が決定、ご利用者には配送時にDM配布で案内。返金受付は5/10日迄

レジャ－ ハ－モニ－ランド 大分県速見郡 2月21日～3月13日まで臨時休園、1月企画までは有効期限を9月末に延長対応致します。
秋吉台サファリランド 山口県美祢市 臨時休館。お申し出があれば返品可。
海響館 山口県下関市 3/2～3/15迄休館、再開は様子を見ながら。3月1回受注者から案内同封しています。
美川ム－バレ－ 山口県岩国市 4/24迄休館、再開は様子を見ながら。過去購入者には案内を郵送します。
マリンワールド海の中道 福岡県福岡市 5/6迄休館、再開は様子を見ながら。過去購入者には案内郵送します。
海遊館 大阪府港区 3/2～3/15迄休館、再開は様子を見ながら。3月1回受注者から案内同封しています。
鷲羽山ハイランド 岡山県倉敷市 営業中
姫路セントラルパーク 兵庫県姫路市 5/6迄休館、再開は様子を見ながら。過去購入者には案内郵送します。
アクアス 島根県浜田市 臨時休館。3～4月の購入者には案内を郵送します。
レゴランド 大阪府港区 3/2～3/15迄休館、再開は様子を見ながら。3月1回受注者から案内同封しています。
宮島水族館 広島県廿日市市 3月8日～21日まで臨時休館。
なだ万 広島県広島市 有効期限を3月末から12月（年末をのぞく）まで延長対応致します。
温泉入浴＆ランチプラン（プリンス） 4月1回～ 広島県広島市　プリンスホテル 4月28日まで休館、4月1回からスタ－トで、4月1回、2回は0円請求で3回以降は掲載を止めます。
ホテルグランヴィア広島 広島県広島市 3/4～休店、再開は様子を見ながら。3月1回受注者から案内同封しています。
半べえ温泉 広島県広島市 4月15日より臨時休館。お申し出があれば返品受付可。
乗馬クラブクレイン 広島県東広島市・岡山県倉敷市 4月15日より臨時休園。お申し出があれば返品受付可。
鯛網 5/1～5/31 福山市鞆町仙酔島田の浦 中止決定、4月1回利用チケットは回収の上払い戻し対応。4月2回以降はチケットの代わりにお詫び文同封。
ドラゴンフライズVS越谷 3月7日 広島サンプラザホ－ル 延期決定、代替日は払い戻しなどの案内は組合員さんに3/5に郵送でお知らせします。
ドラゴンフライズVS越谷 3月8日 広島サンプラザホ－ル 延期決定、代替日は払い戻しなどの案内は組合員さんに3/5に郵送でお知らせします。
ドラゴンフライズVS熊本 3月14日 広島サンプラザホ－ル 中止決定、チケットは回収の上払い戻し対応。郵送で組合員に案内。
ドラゴンフライズVS熊本 3月15日 広島サンプラザホ－ル 中止決定、チケットは回収の上払い戻し対応。郵送で組合員に案内。
ドラゴンフライズVS福岡 3月21日 広島サンプラザホ－ル 中止決定、チケットは回収の上払い戻し対応。郵送で組合員に案内。
ドラゴンフライズVS福岡 3月22日 広島サンプラザホ－ル 中止決定、チケットは回収の上払い戻し対応。郵送で組合員に案内。
ドラゴンフライズVS愛媛 4月4日 広島サンプラザホ－ル 中止決定、チケットは回収の上払い戻し対応。郵送で組合員に案内。
ドラゴンフライズVS愛媛 4月5日 広島サンプラザホ－ル 中止決定、チケットは回収の上払い戻し対応。郵送で組合員に案内。
プロ野球公式戦　4/3巨人 マツダスタジアム 中止決定、チケットの代わりにお詫び文を配布、3月4回で一括返金処理します。
プロ野球公式戦　4/4巨人 マツダスタジアム 中止決定、チケットの代わりにお詫び文を配布、3月4回で一括返金処理します。
プロ野球公式戦　4/14阪神 マツダスタジアム 中止決定、配送時に払い戻しの案内文を配布、生協では4月17日まで返金対応可能。
プロ野球公式戦　4/15阪神 マツダスタジアム 中止決定、配送時に払い戻しの案内文を配布、生協では4月17日まで返金対応可能。
プロ野球公式戦　4/28中日 マツダスタジアム 中止決定、配送時に払い戻しの案内文を配布.
プロ野球公式戦　4/29中日 マツダスタジアム 中止決定、配送時に払い戻しの案内文を配布.

映画 ドラえもん 3/6公開 公開日延期、ドラえもんHPにて公開日を告知。購入者には配送時にDM配布中。
2分の１の魔法 3/13公開 公開日延期、公式HPにて公開日を告知。購入者には配送時にDM配布。
プリキュアミラクルリ－フ 3/20公開 公開日延期、公式HPにて公開日を告知。購入者には配送時にDM配布。
コナン　緋色の弾丸 4/17公開 公開日延期、公式HPにて公開日を告知。購入者には配送時にDM配布。
ラクガキングダム 4/24公開 公開日延期、公式HPにて公開日を告知。購入者には配送時にDM配布。


