
　　               令和4年度施設料金一覧

地域 施設／電話 曜日 区分 施設コード 一般料金 利用料金 備考

大人(中学生～) 103-1 ¥1,200 ¥300

小人(小学生) 103-2 ¥550 ¥250

大人(中学生～) 103-3 ¥1,400 ¥400

小人(小学生) 103-4 ¥660 ¥250

大人(中学生～) 104-1 ¥1,200 ¥400

小人(小学生) 104-2 ¥600 ¥250

大人（高校生～） 137-1 ¥1,100 ¥500

小中学生 137-2 ¥400 ¥100

大人 138-1 ¥730 ¥300

高校生以下 138-2 無料 無料

大人（18歳～） 133-1 ¥2,200 ¥700

中学生・高校生 133-2 ¥1,600 ¥400

小学生 133-3 ¥1,100 ¥300

幼児（4歳～） 133-4 ¥600 ¥150

シニア（65歳～） 133-5 ¥1,600 ¥400

大人(中学生～) 121-1 ¥3,570 ¥1,300

小人(小学生) 121-2 ¥2,250 ¥800

幼児(3歳～) 121-3 ¥1,640 ¥500

大人（18歳以上） 139-1 ¥1,800 ¥500

中人（中学生・高校生） 139-2 ¥1,500 ¥400

小人（3歳～小学生） 139-3 ¥800 ¥200

大人（18歳以上） 139-4 ¥5,100 ¥2,000

中人（中学生・高校生） 139-5 ¥4,800 ¥1,800

小人（3歳～小学生） 139-6 ¥3,800 ¥1,200

大人(中学生～) 122-1 ¥2,100 ¥600

小人(3歳～) 122-2 ¥1,050 ¥300

大人(中学生～) 122-3 ¥2,610 ¥1,000

小人(3歳～) 122-4 ¥1,560 ¥400

大人(中学生～) 123-1 ¥1,888 ¥600

小人(4歳～) 123-2 ¥858 ¥150

大人(中学生～) 123-3 ¥2,218 ¥600

小人(4歳～) 123-4 ¥968 ¥150

大人(中学生～) 105-1 ¥2,530 ¥1,100

小人(小学生) 105-2 ¥1,320 ¥400

幼児(3歳～) 105-3 ¥990 ¥400

大人(18歳～) 124-1 ¥2,900 ¥1,000

子供(6歳～17歳) 124-2 ¥2,090 ¥800

大人(18歳～) 124-3 ¥3,450 ¥1,200

子供(6歳～17歳) 124-4 ¥2,640 ¥1,100

大人（中学生～） 128-1 ¥900 ¥400

小人（小学生） 128-2 ¥450 ¥100

平日 大人（中学生～） 142-1 ¥2,070 ¥700

土日祝 大人（中学生～） 142-2 ¥2,370 ¥1,000

特定日 大人（中学生～） 142-3 ¥2,470 ¥1,000

大人(高校生～) 126-1 ¥2,300 ¥800

小・中学生 126-2 ¥1,200 ¥300

幼児(4歳～) 126-3 ¥700 ¥150

大人（18～64歳） 150-1
\4,900

～3,600

\3,200

～1,900

小人・シニア

（3～17歳・高校生・65歳

～）※2歳以下無料

150-2
\3,800

～2,500

\2,600

～1,300

大人(中学生～) 106-1 ¥2,750 ¥1,000

小人(小学生) 106-2 ¥1,540 ¥500

幼児(3歳～) 106-3 ¥1,040 ¥500

大人(中学生～) 107-1 ¥2,530 ¥1,100

小人(小学生) 107-2 ¥1,320 ¥600

幼児(3歳～) 107-3 ¥990 ¥400

平日 大人(中学生～) 108-1 ¥1,980 ¥600

土休日 大人(中学生～) 108-2 ¥1,980 ¥700

小人(小学生) 108-3 ¥1,030 ¥300

幼児(3歳～) 108-4 ¥820 ¥150

大人・高校生 129-1 ¥5,500 ¥2,500

小・中学生 129-2 ¥3,900 ¥1,500

幼児(4歳～) 129-3 ¥2,200 ¥700

シニア（65歳～） 129-4 ¥3,900 ¥1,500

大人・高校生 129-5 ¥5,000 ¥2,500

小・中学生 129-6 ¥3,600 ¥1,500

幼児(4歳～) 129-7 ¥2,000 ¥700

シニア（65歳～） 129-8 ¥3,600 ¥1,500

大人・高校生 129-9 ¥3,000 ¥1,100

小・中学生 129-10 ¥1,800 ¥500

幼児(4歳～) 129-11 ¥900 ¥300

シニア（65歳～） 129-12 ¥2,500 ¥1,000

大人（中学生以上） 143-1 ¥1,900 ¥500

小人（3歳～小学生）・

シニア（60歳以上）
143-2 ¥1,200 ¥300

大人（中学生以上） 143-3 ¥4,500 ¥2,000

小人（3歳～小学生）・

シニア（60歳以上）
143-4 ¥3,700 ¥1,600

大人（18歳～） 134-1 ¥1,800 ¥600

高校生 134-2 ¥1,100 ¥300

小・中学生 134-3 ¥900 ¥300

幼児（4歳～） 134-4 ¥500 ¥100

シニア（65歳～） 134-5 ¥1,500 ¥400

豊島園　庭の湯

03-5984-4126

マクセル　アクアパーク品川

03-5421-1111
全日 日時指定のWEB入場整理券を実施する場合あり。

サンリオピューロランド

＃８７４

042-339-1111

デイパスポート

※料金は事前にｻﾝﾘｵ

ﾋﾟｭｰﾛﾗﾝﾄﾞ公式HPで

ご確認ください。

全日

東京ドーム

天然温泉　スパ　ラクーア

03-3817-4173

平日

土日祝・

特定日

秋川渓谷　瀬音の湯

042-595-2614
全日

神奈川県

横浜・八景島シーパラダイス

（2313）

045-788-8888

通常期

ワンデーパス

（アクアリゾーツパス

+

プレジャーランドパス）

日によって入場制限を行う場合がございますので、ご利用前に公

式ホームページをご確認ください。

冬期（12/1～2/28）

ワンデーパス

（アクアリゾーツパス

+

プレジャーランドパス）

全日

アクアリゾーツパス

上越市立水族博物館　うみがたり

025-543-2449

横浜みなとみらい　万葉倶楽部

0570-07-4126

北海道

北海道ふとみ温泉　万葉の湯

0133-26-2130

平日

土休日

旭川高砂台　万葉の湯

0166-62-8910
全日

大江戸温泉物語浦安万華郷

※特定日は使用不可

047-304-4126

平日

秋田県

男鹿水族館GAO

0185-32-2221
全日

秋田市大森山動物園

018-828-5508
全日

埼玉県
東武動物公園

0480-93-1200

全日

入園料

混雑が予想される場合、入場制限（事前予約等）を行う場合があ

ります。

また、天候や状況等により、臨時休園、または営業時間が変更に

なる場合があります。

本券を使用の際は、ご来園前に必ず施設ホームページをご確認く

ださい。

プール利用時は別途、事前にＷＥＢにて日付指定のプール入場券

購入が必要です。

全日入園

+

乗り物乗り放題

（プール利用不可）

土休日

宮城県
仙台うみの杜水族館

022-355-2222
全日 日によって入場制限を行う場合がございます。

新潟県

福島県
スパリゾートハワイアンズ

0570-550-550

全日

（1日券）

千葉県

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア

047-351-4126

平日

土休日

全日

東京都

全日 大人：入湯税100円別途頂きます。

小田原お堀端　万葉の湯

0465-23-1126
全日

はだの湯河原温泉　万葉の湯

0463-85-4126

東京・湯河原温泉　万葉の湯

042-788-4126

※アフタヌーンパスポートは対象外。

※休館日:不定休

※事前に来場予約が必要となります。

さがみ湖リゾート

プレジャーフォレスト

0570-037-353

入園

フリーパス

全日 日によって入場制限を行う場合がございます。
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大人(中学生～) 109-1 ¥1,700 ¥500

小人(小学生) 109-2 ¥800 ¥200

幼児(3歳～) 109-3 ¥600 ¥150

大人(中学生～) 109-4 ¥2,200 ¥700

小人(小学生) 109-5 ¥1,100 ¥300

幼児(3歳～) 109-6 ¥700 ¥200

大人（中学生～） 152-1 ¥2,530 ¥1,100

小人（小学生） 152-2 ¥1,270 ¥600

幼児（3歳～未就学児） 152-3 ¥990 ¥400

大人

（16歳以上または高校生）
135-1 ¥2,400 ¥1,400

こども（小・中学生） 135-2 ¥1,200 ¥600

幼児（3歳～） 135-3 ¥600 ¥300

おとな（中学生以上） 144-1 ¥3,000 ¥1,100

こどもＡ（3歳～小学生）

身長110cm以上
144-2 ¥2,700 ¥1,000

こどもB（3歳～小学生）

身長110cm未満
144-3 ¥1,900 ¥500

シルバー(60歳以上) 144-4 ¥2,200 ¥800

平日 大人(中学生～) 110-1 ¥2,530 ¥800

土休日 大人(中学生～) 110-2 ¥2,530 ¥1,000

小人(小学生) 110-3 ¥1,270 ¥400

幼児(3歳～) 110-4 ¥990 ¥300

アジアンリゾート・スパシーレ

082-886-3345
全日 大人(中学生～) 136-1 ¥1,000 ¥400

大人（中学生以上） 146-1 ¥800 ¥300

小人（4歳～小学生） 146-2 ¥400 ¥100

幼児（3歳以下） 146-3 無料 無料

大人（高校生～） 147-1 ¥2,090 ¥800

小・中学生 147-2 ¥940 ¥300

幼児（3歳～） 147-3 ¥410 ¥100

大人（中学生～） 148-1 ¥2,500 ¥1,000

こども（３歳～小学生） 148-2 ¥1,500 ¥500

シニア（70歳～） 148-3 ¥2,200 ¥1,000

大人（高校生・16歳以上） 151-1 ¥2,200 ¥1,200

小中学生 151-2 ¥1,200 ¥600

幼児（3歳以上） 151-3 ¥600 ¥300

大人(中学生～) 111-1 ¥1,980 ¥800

小人(小学生) 111-2 ¥1,000 ¥400

幼児(3歳～未就学児) 111-3 ¥800 ¥300

大人（中学生以上） 149-1 ¥1,500 ¥400

小人（4歳～小学生） 149-2 ¥600 ¥100

シニア（60歳～69歳） 149-3 ¥600 ¥200

大人（中学生以上） 149-4 ¥4,800 ¥2,200

小人（4歳～小学生） 149-5 ¥3,900 ¥1,800

大阪府

海遊館

06-6576-5501
全日

利用除外日あり。

令和4年4月29日～5月5日

令和4年8月11日～16日

令和5年1月10日.11日

関西サイクルスポーツセンター

0721-54-3101

全日入場

+

フリーパス

休園日は施設HPでご確認ください。

営業内容は予告なく変更になる場合がございます。

京都府
京都竹の郷温泉　万葉の湯

075-333-4126
全日

静岡県
沼津・湯河原温泉　万葉の湯

055-927-4126

土日祝

平日

山口県

下関市立しものせき水族館

「海響館」

083-228-1100

全日

秋吉台自然動物公園

「サファリランド」

08396-2-1000

全日

エサやりバス代(1,100円/名)、ガイド装置貸出料(600円/台)は別

途必要です。

ふれあい広場入園料金(大人1,100円、小人700円)は割引対象外。

香川県
四国水族館

0877-49-4590
全日

大分県
城島高原パーク

0977-22-1165

全日

入園料

全日入園

+

乗り物パス

福岡県
博多 由布院・武雄温泉　万葉の湯

092-452-4126
全日 大人：入湯税50円別途頂きます。

兵庫県

神戸ハーバーランド温泉

万葉倶楽部

078-371-4126

大人：入湯税75円別途頂きます。

全日

広島県
尾道平原温泉ぽっぽの湯

0848-22-4126
全日

おむつ着用者のご入浴、ならびにシャワー・かけ湯などのご利用

はできません。


