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【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：30-15：30

※事前予約が必要となります。直接施設
宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 冬期間（11月-4月中旬）
【交通】 JR摩周駅から車で約7分

道東自動車道釧路ICから約60分
【TEL】 015-482-5184
【住所】 北海道川上郡弟子屈町弟子屈原野646-4
【URL】 http://www.wataiken.co.jp

お二人で楽しみたいならこの牧場がおすすめ！牛とふれあったり、トラクターで大草原をまわ
り、バター・アイスクリーム作りを体験する、おいしくて楽しいコースです。

酪農体験おとな2名様分
内
容

十勝岳連峰を一望できる15万㎡もの花畑が広がり、6月～9月はトラクターバスで周遊する
のが人気。ラベンダーなどを使った手作り体験メニューも豊富。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-18：00（6月-8月）

9：00-17：00（4月-5月・9月-11月）
9：00-1６：00（3月）

【休業日】 12月～2月
【交通】 JR上富良野駅から徒歩約30分

道央自動車道三笠ＩCから約90分
【TEL】 0167-45-9480
【住所】 北海道空知郡上富良野町西5線北27号
【URL】 http://flower-land.co.jp/

内
容

安らぎ枕作り体験2名様分＋
ポストカード2名様分

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-23：00（10月-6月）

9:30-23:00（7月-9月）
（最終入場22:30）

【休業日】 年中無休
【交通】 JR・地下鉄札幌駅直結

札樽自動車道 札幌北ICから約20分
【TEL】 011-209-5500
【住所】 北海道札幌市中央区北五条西2-5
【URL】 http://www.jr-tower.com/t38
【特定除外日】 2019/12/31

JR・地下鉄札幌駅直結、地上160mに位置する展望室からは、北海道ならではの雄大な景
観を360°お楽しみいただけます。

おとな2名様分入場+ドリンク券（ケーキセット可）
2枚+オリジナル絵葉書セット2名様分

内
容

北海道の豊かな自然環境の中で、野生に近い状態で観察・体感できる施設です。森で暮ら
すヒグマたちの様子を間近でご覧ください。

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 9：00-16：00

（最終入場15：20）（4/27-10/20）
【休業日】 冬期間
【交通】 JR新得駅から車で約15分

道東自動車道 トマムICから約30分
【TEL】 0156-64-7007
【住所】 北海道上川郡新得町狩勝高原
【URL】 http://www.bear-mt.jp

内
容

ベアウォッチングバス付入場券(ベアマウンテン)
おとな1名様分+500円売店利用券

※掲載の情報は2019年7月現在のものとなります。利用可能施設・ご提供内容は予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

- 2019.10.01改訂 -
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【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00（3月-10月）

9：00-16：00（11月-2月）
（最終入場は閉門時間の1時間前まで）

【休業日】 年中無休
【交通】 JR水沢駅からタクシーで約20分

東北自動車道水沢ICから約15分
【TEL】 0197-35-7791
【住所】 岩手県奥州市江刺岩谷堂字小名丸86－1
【URL】 https://www.fujiwaranosato.com/

世界文化遺産に登録された「平泉」を築いた奥州藤原氏初代清衡生誕地に厳密な時代考
証を基に建設された平安時代のテーマパーク。様々なロケ地として有名。

おとな2名様分入場料+蛤の絵付け体験2
名様分+売店利用券1,000円分

内
容

日本海を一望することができる絶好のロケーションに建つ水族館。ホッキョクグマや秋田県
魚「ハタハタ」をはじめとした400種1万点の生き物を展示。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00（3月-10月）

9：00-16：00（11月-2月）
（最終入館は閉館の30分前）
※営業時間変更の可能性あり（要問合せ）

【休業日】 ホームページをご参照ください
【交通】 JR男鹿線男鹿駅からなまはげシャトルで約45分

秋田自動車道 昭和男鹿半島ICから約60分
【TEL】 0185-32-2221
【住所】 秋田県男鹿市戸賀塩浜壺ヶ沢93番地先
【URL】 http://www.gao-aqua.jp/

内
容

入館料おとな2名様分+
500円分の館内利用券

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 9：00-17：00（3月-10月）

9：00-16：30（11月-12月）
9：30-16：00（1月）

【休業日】 7月の第1・第2月-水曜日、2019/11/6・12・13・
19・20・25-29（以降未定）
【交通】 地下鉄東西線八木山動物公園駅から徒歩約5分

東北自動車道 仙台宮城ICから約20分
【TEL】 022-229-1603
【住所】 宮城県仙台市太白区長町越路19-1
【URL】 http://www.benyland.com/
【特定除外日】 2020/4/29-5/6、8/8-16

杜の都のアミューズメントスポット。動物公園の隣で中心部から4㎞、地下鉄「八木山動物公園
駅」から徒歩約5分と便利。スリルライドからファミリー向けまで約30のアトラクションで楽しめます。

おとな1名様分
(入園料+乗り物券2,200円分)

内
容

満点の星を見上げての露天風呂や、美容にも最適な岩炭酸風呂やサウナなど、7種の湯
が楽しめます。

【利用可能人数】 4名
【営業時間】 館内営業時間/8:00-翌2:00
（最終入館時間翌1:30） お風呂/8:00-翌2:00
【休業日】 年中無休（不定期でメンテナンス休館あり。

詳細は施設にお問い合わせください。
【交通】 JR陸前高砂駅からタクシーまたは車で約10分

仙台東部有料道路 仙台東ICを多賀城方面へ約5分
【TEL】 022-786-1426
【住所】 宮城県仙台市宮城野区福室字田中前一番53-1
【URL】 http://www.ooedoonsen.jp/korona/index.html

内
容 入場料4名様分

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-19：00
【休業日】 年中無休
【交通】 JR小樽駅から徒歩約10分

札樽自動車道小樽ICから約5分
【TEL】 0134-23-6505
【住所】 北海道小樽市堺町1-20
【URL】 http://www.kaimeiro.com/

400曲の中からお好きな曲と箱をそれぞれ選びます。そこにガラスや木などでできた小物を飾り付けたり
彩色したりしてあなただけのオリジナルオルゴールが完成！新たにほしい曲をオルゴールにする事も！

オリジナルオルゴール作り体験
2名様分

内
容

新千歳空港より車で約15分。乗馬や馬車など馬とのふれあいの他、自然を満喫できる
アクティビティや道産食材を使用したお食事もお楽しみいただけます。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-18：00（7/1-8/31）

9：00-17：00（4/15-6/30、9/1-11/5）
10：00-16：00（11/6-翌4/9）

【休業日】 2020/4/10-14
【交通】 道央自動車道 苫小牧東ICまたは千歳ICから約20分
【TEL】 0144-58-2116
【住所】 北海道苫小牧市美沢114-7
【URL】 http://www.northern-horsepark.jp/
【特定除外日】 2020年５月中旬の土曜日と日曜日の2日間
（日程未定）

内
容

入園料おとな2名様分+
観光ひき馬2名様分

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 9：00～17：00
【休業日】 2020/4/6-10
【交通】 JR登別駅から徒歩約5分

道央自動車道登別東ICから約5分
【TEL】 0143-83-3800
【住所】 北海道登別市登別東町1丁目22
【URL】 https://www.nixe.co.jp/
※500円分の利用券は園内の土産物店、レストランで
ご利用いただけます。（換金不可、不足分は現金払い）

北欧の街並を再現したテーマパークです。中心にあるニクス城は水族館になっています。
イルカショー、アシカショー、ペンギンパレードは毎日実施。

入館料おとな1名様分+利用券500円分
内
容

海の上のレールとして貨物や人、 物資を運んだ「青函連絡船」。 当時の状態で係留保存し、
八甲田丸や青函連絡船の歴史を紹介する鉄道連絡船ミュージアムです。

【利用可能人数】 例／大人5名＋中人1名＋小人2名
【営業時間】 9：00-18：00（閉館は19：00）（4月-10月）

9：00-16：30（閉館は17：00）（11月-3月、
8/7）
【休業日】 11-3月/毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、

3月第2週月-金曜日、12/31、1/1
【交通】 JR線・青い森鉄道線青森駅から徒歩約5分

東北自動車道 青森中央ICから約20分
【TEL】 017-735-8150
【住所】 青森県青森市柳川1丁目112番地15地先
【URL】 http://aomori-hakkoudamaru.com/

内
容

八甲田丸有料観覧券（単独券）3,000円相当
（大人・中人・小人組み合わせ自由）＋

八甲田丸オリジナルグッズ1点



－ －3

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 8：00-17：00（3月-11月（土・日・祝日））

8：30-16：00（12月-2月）
8：30-17：00（3月-11月（平日））

【休業日】 年中無休
【交通】 JR二本松駅からバスで約30分

東北自動車道二本松ICから約15分
【TEL】 0243-24-2336
【住所】 福島県二本松市沢松倉1番地
【URL】 http://www.tohoku-safaripark.co.jp/

広大な草原に約140種、900頭羽の動物が勢揃い！ ふれあい広場も充実。ヒヨコから
ゾウまでふれあえる。ゾウの背中に乗ってお散歩すれば王様気分！！

入場料おとな1名様分+
500円相当の草食動物用エサ1袋

内
容

ウォーターパークは館内平均気温が28℃ですべてのプールがいわき湯本の温泉を使用。
ウォータースライダー、日本初の流れるアクアリウムプールが、大人気施設となっています。

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 10：00-22：15（平日）

HPでご確認ください（土・日・祝日）
※季節により変動あり

【休業日】 休館日あり（日程未定）
【交通】 JR湯本駅からバスで約15分

常磐自動車道いわき湯本ICから約3分
【TEL】 0570-550-550
【住所】 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50
【URL】 http://www.hawaiians.co.jp/

内
容 一日入場料おとな1名様分

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-16：30（3月-9月）

10：00-16：00（10月-2月）
【休業日】 年末年始、毎月第2水曜日

（祝日の場合は営業）
※悪天候により休園することがあります。

【交通】 JR常磐線鳥羽駅からタクシーで約10分
常磐自動車道 千代田石岡ICから約15分

【TEL】 0299-23-2245
【住所】 茨城県石岡市半ノ木14052
【URL】 http://dacho.co.jp/

日本最大のダチョウ観光牧場で、ダチョウ以外にもアルパカやカピバラ等のふれあいアニマ
ルがたくさん。ダチョウ卵の超巨大目玉焼きもできる！

入場料おとな2名様分+
1,200円分の売店利用券

内
容

世界の犬猫90種500頭が集まるテーマパーク。ふれあいやお散歩体験、ドッグレースショーやわ
んわんドリームショーなど犬好きにはたまらない施設です。猫のふれあいもあるので猫派もOK！

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-17：00（3月-10月）

10：00-16：00（11月-2月）
【休業日】 木曜日（春・夏・冬休み、正月、祝日の場合は

営業）、12/29-31
【交通】 つくばエクスプレスつくば駅からバスで約35分

常磐自動車道谷田部ICから約20分
【TEL】 029-866-1001
【住所】 茨城県つくば市沼田579
【URL】 http://wanwan-land.co.jp

内
容 入館料おとな2名様分

【利用可能人数】 おとな1名＋小学生1名
【営業時間】 通常期 9：00-18：30（最終入館18：00）

特別営業日 8：00-18：30（最終入館18：00）
※詳しい営業時間はお問合せください。

【休業日】 年中無休
【交通】 ＪＲ仙石線中野栄から徒歩約15分

仙台東部有料道路 仙台港ICからすぐ
【TEL】 022-355-2222
【住所】 宮城県仙台市宮城野区中野4-6
【URL】 http://www.uminomori.jp/umino/
【特定除外日】 7月・8月の夜間営業時、特別営業の時間帯

豊かな三陸の海、自然環境を体感できる大水槽や川の水槽をはじめ、生きものを通じて世
界との絆を体感出来るゾーン、イルカとアシカによる東北最大級のパフォーマンス、ペンギン
やオタリアとのふれあいによる癒し体験など、たくさんの魅力的な展示をしていきます。

入館料おとな1名様分＋
小学生1名様分

内
容

ガラス越しに笹かまぼこの工場をご覧いただけます。また笹かまぼこ以外にも牛たん・海産
物・銘菓・地酒など豊富に取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：30-15：00

※事前予約が必要となります。
直接施設宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 12/31-1/3
【交通】 JR本塩釜駅から徒歩約15分

※JR本塩釜駅から送迎あり（要予約）
三陸自動車道 仙台港北ICから約15分

【TEL】 022-366-3355
【住所】 宮城県塩竈市港町二丁目15番31号
【URL】 http://www.takesasa.com/

内
容

笹かまぼこ焼き体験おとな2名様分＋
牛タンかまぼこ7枚入りお土産（1組1個）

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 8：00-17：00（営業期間内）

※事前予約が必要となります。直接施設
宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 営業期間中無休（営業期間：6月上旬-7月上
旬、8月下旬-11月下旬）
【交通】 JRかみのやま温泉駅からタクシーで約15分

山形自動車道 蔵王ICから約40分
【TEL】 023-674-2831
【住所】 山形県上山市皆沢1239-5
【URL】 www.kimura-kajuen.com/annai.html

四季折々の果物が楽しめます。明るい従業員が皆様のお越しを心よりお待ちしています。

果物狩り2名様分
内
容

山形県内唯一の水族館で、世界中の海や川からたくさんの生き物が集まっています。最大
の見どころは世界最大級・5mのクラゲ大水槽。ほかにも、クラゲの展示種類数（50種類以
上）は世界一を誇ります。

【利用可能人数】 3名
【営業時間】 9：00-17：00、9：00-17：30（夏休み）
※事前予約が必要となります。ご利用の14日前までにご予約く
ださい。予約先：ドコモトラベルデスク 0570-064747（有料）
【休業日】 年中無休
【交通】 JR鶴岡駅から庄内交通バスで約25分

山形自動車 道鶴岡ICから約8分
【TEL】 0235-33-3036
【住所】 山形県鶴岡市今泉大久保657-1
【URL】 http://kamo-kurage.jp/

内
容 入館料おとな3名様分
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【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-16：00

※事前予約が必要となります。
直接施設宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 年中無休
【交通】 JR上毛高原駅からたくみの里行バス下車

徒歩約20分
関越自動車道 月夜野ICから約15分
【TEL】 0278-64-1024
【住所】 群馬県利根郡みなかみ町東峰172
【URL】 http://www13.plala.or.jp/koundai/

建物は350年の歳月、古き良き時代を偲び癒される空間の中・・・。その家で手作りそば体
験で作る、喰う、試す、ほんまもんの田舎体験を満喫。

そばうち体験と揚げたての天ぷら
おとな2名様分

内
容

古代ローマンガラスやアール・ヌーヴォー、アールデコの作品が展示されている美術館入館
券と、オリジナルのサンドブラスト体験のセットです。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-16：00（サンドブラスト体験最終受付）

※サンドブラスト体験は事前予約が必要となります。
直接施設宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 不定休
【交通】 JR後閑駅から徒歩約15分

関越自動車道 月夜野ICから約10分
【TEL】 0278-62-2211
【住所】 群馬県利根郡みなかみ町後閑737-1
【URL】 http://www.vidro-park.jp/

内
容

美術館入館とサンドブラスト体験
おとな2名様分

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00（3月-10月）

9：00-16：30（11月-2月）
※事前予約が必要となります。
直接施設宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 火曜日（祝日の場合は翌日、8月は無休）、
2019/12/29-2020/1/4、12/29-2021/1/4
【交通】 JR横川駅から徒歩約2分

上信越自動車道 松井田妙義ICから約7分
【TEL】 027-380-4163
【住所】 群馬県安中市松井田町横川407-16
【URL】 http://www.usuitouge.com/bunkamura/

碓氷峠鉄道文化むらでは明治26年日本初のアプト式鉄道に始まり、平成9年9月で廃線と
なった旧碓氷線（横川～軽井沢間）の歴史を伝える鉄道テーマパークです。

入園料＋あぷとくん乗車券＋ミニSL乗車券
おとな2名様分

内
容

英国スコットランドから移築・復元された本格的な古城。550着から好きなドレスを選んで変
身できる「プリンセス体験」がインスタ映えすると、人気です。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00（入場は16：30まで）
【休業日】 年中無休
【交通】 JR沼田駅からタクシーで約10分

関越自動車道沼田ICから約20分
【TEL】 0279-63-2101
【住所】 群馬県吾妻郡高山村5583-1
【URL】 http://www.JRs-w.com/lock-heart/
【特定除外日】 2020/1/14-17（冬季メンテナンス休
館）

内
容

入園料おとな2名様分+
お買い物・お食事券1,000円分

【利用可能人数】 おとな2名またはおとな2名+こども2名
【営業時間】 9：00-17：00（季節により変動あり）
【休業日】 年中無休（冬季定休日予定〈2020/1/6-
3/15、2021年は未定〉）
【交通】 JR那須塩原駅から車で約30分

東北自動車道那須ICから約10分
【TEL】 0287-76-3111
【住所】 栃木県那須郡那須町高久丙414-2
【URL】 http://www.rindo.co.jp/

那須高原唯一の湖を持つレジャーランドパーク。新たな動物も仲間入りし、お子様から大人
の方までお楽しみいただけます。

入園料おとな2名様分+1,200円分の乗り物券1枚、
または入園料おとな2名様分+こども2名様分

内
容

那須高原隨一の広さを誇る温泉大浴場。サウナ、ジャグジー、檜風呂など充実した施設と
アメニティ。関節炎・筋肉痛に効果ある単純泉でリフレッシュを。

【利用可能人数】 2名 【営業時間】 12：00-18：00
【休業日】 2020年・2021年ともに1月に2日間

メンテナンスクローズあり（予定）
※詳細はお問い合わせください。

【交通】 JR那須塩原駅よりシャトルバスにて約30分※要予約
東北自動車道 那須ICから約10分

【TEL】 0287-78-6000
【住所】 栃木県那須郡那須町大字高久丙1番地
【URL】 https://www.epinard.jp/
【特定除外日】 2019/12/21-2020/1/5、4/25-5/10、
8/7-16、12/26-2021/1/5

内
容

入浴＋ジャージー牛乳
おとな2名様分

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 09：00-17：00（3/20-11/30）

9：３0-1６：00（12/1-3/19）
※入園は閉園1時間前まで

【休業日】 年中無休
【交通】 東武線東武ワールドスクエア駅から徒歩約1分

日光宇都宮有料道路 今市ICから約20分
【TEL】 0288-77-1000
【住所】 栃木県日光市鬼怒川温泉大原209-1
【URL】 http://www.tobuws.co.jp/
【特定除外日】 2020/4/24

東武ワールドスクウェアは世界の有名な建築物や遺跡を25分の1の縮尺で精巧に再現した
テーマパークです。「東京スカイツリー®」も25分の1で展示されています。

入園料おとな1名様分+
1,000円分のミールクーポン

内
容

36万㎡の広大な敷地に100種1000頭羽の動物たちが暮らす「野生の王国」です。マイカー
や園内周遊バスに乗って動物たちをじっくり観察できます。

【利用可能人数】 おとな1名＋こども1名
【営業時間】 9：30-17：00（3月-10月）

9：30-16：30（11月-2月）
※受付は閉園の1時間前まで

【休業日】 水曜日（祝日の場合は営業）
※春休み、ＧＷ、夏休み、冬休み期間は無休

【交通】 上信電鉄上州富岡駅からタクシーで約15分
上信越自動車道 富岡ICから約5㎞

【TEL】 0274-64-2111
【住所】 群馬県富岡市岡本1
【URL】 http://www.safari.co.jp/
【特定除外日】 GW期間（お問合せください）

内
容

入園料おとな1名様分+
こども1名様分
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【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00（3月-11月）

10：00-16：00（12月-2月/平日）
9：30-17：00（12月-2月/土・日・祝日）

【休業日】 年中無休
【交通】 JR成田線滑河駅からバスで約10分

圏央道下総ICから約2分
【TEL】 0476-96-1001
【住所】 千葉県成田市名木730
【URL】 http://www.yumebokujo.com/

100年以上も前から美味しい牛乳を作り続けている成田ゆめ牧場。アイス、ヨーグルト、チー
ズケーキ、ウシマロ等、乳製品が大人気です。

入園料おとな2名様分+
1,200円分の遊戯施設利用券

内
容

天然温泉など38のお風呂が楽しめる温泉テーマパーク。ご家族、カップルで一緒に楽しめる
水着混浴露天風呂は大人気。新浦安駅から無料送迎バスあり。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 11：00-翌9：00

（最終入館:日-木曜日・祝日23:00/金曜・土曜・祝前日
24：00） ※深夜2：00-9：00に在館及び退館の場合、別途深夜料金
が必要です
【休業日】 2019/10/3（以降未定）
【交通】 JR京葉線新浦安駅より無料シャトルバスで約10分

首都高速浦安ICから約10分
【TEL】 047-304-4126
【住所】 千葉県浦安市日の出7-3-12
【URL】 http://urayasu.ooedoonsen.jp
【特定除外日】 2019/12/29-2020/1/4、5/3-5、8/11-15、
12/29-2021/1/4

内
容

入館料おとな2名様分
(タオル使用料・入湯税含)

【利用可能人数】 おとな2名＋小学生1名
【営業時間】 9：00-17：00（入園は15：00まで）（2/12-10/31）

9：00-16：15（入園は14：30まで）（11/1-11/30）
9：30-16：15（入園は14：30まで）(12/1-2/11)

【休業日】 年末年始
【交通】 東武アーバンパークライン（東武野田線）

清水公園駅西口から徒歩約10分
常盤自動車道 柏ICから国道16号線経由で約12km

【TEL】 04-7125-3030
【住所】 千葉県野田市清水906
【URL】 http://www.shimizu-kouen.com

清水公園は、日本さくら名所100選に選ばれるなど、全国でも有数の名所であるとともに、ツツジも関東有
数の名所として知られています。園内には、国内最大級100ポイントのフィールドアスレチックや、自然林
の中でのそう快なバーベキューが楽しめるキャンプ場など様々な施設があります。

入園料おとな2名様分+
小学生1名様分

内
容

日本現存最古のローラーコースターをはじめ、楽しいアトラクションが目白押し！

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-18：00（季節・天候により変動あり）
【休業日】 不定休（メンテナンス休園あり）
【交通】 東京メトロ銀座線・都営地下鉄浅草線・

東武スカイツリーライン・TX線浅草駅から徒歩
約10分

【TEL】 03-3842-8780
【住所】 東京都台東区浅草2-28-1
【URL】 https://www.hanayashiki.net

内
容

入園料おとな2名様分+
乗り物3回券2セット

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 10：00-17：00（季節により変動あり）
【休業日】 季節により異なります

※詳細はお問い合わせください
【交通】 西武多摩湖線西武遊園地下車すぐ

関越自動車道 所沢ICから約30分または
圏央道 入間ICから約20分

【TEL】 04-2922-1371
【住所】 埼玉県所沢市山口2964
【URL】 https://www.seibu-leisure.co.jp/
【特定除外日】 夏期プール営業期間、2020/4/1-
2021/3/31

春は桜、秋は色づく紅葉とイルミネーションなど西武園ゆうえんちは四季を通して1年中、自
然と遊びがいっぱい！

入園料+フリーチケット1名様分
内
容

東京湾と富士山を望む標高300mの山頂に広がる広大な牧場。動物ふれあいイベントは毎
日開催！ 春の菜の花など四季折々の花々が牧場を彩ります。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 土・日・祝日 9：00-17：00（2月-11月）

平日 9：30-16：30（2月-11月）
土・日・祝日 9:30-16：00（12月-1月）
平日10：00-16：00（12月-1月）
※春休み・GW・夏休み・年末年始は土・日・祝日扱いと

なります
【休業日】 ※12月と1月に休業日あり(要問い合わせ)
【交通】 JR内房線君津駅南口から直行路線バスで約30～40分

館山自動車道 木更津南ICから約30分
【TEL】 0439-37-3211
【住所】 千葉県富津市田倉940-3
【URL】 http://www.motherfarm.co.jp/

内
容 入場料おとな2名様分

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 9月-5月 9：00-17：00

6月-8月 9：00-18：00
※事前予約が必要となります。
直接施設宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 1月、2月に一部休園日あり
【交通】 JR内房線木更津駅西口バス乗場から

木更津鴨川急行バスで約60分
館山自動車道 君津ICから約25分

【TEL】 0439-38-2211
【住所】 千葉県君津市豊英659-1
【URL】 http://www.romannomori.co.jp/index.php

南房総のちょうど真ん中に位置し、周囲を緑に囲まれたロマンの森共和国は、都心からわず
か90分（外房鴨川20分/内房金谷35分）という恰好のロケーションのリゾート施設です。

入園料＋1DAYパスポート
おとな1名様分

内
容

観て、食べて、癒される。毎月変わる劇団公演や歌やお笑いなど、イベント満載！ 漁港直送の地はまぐり、
伊勢えび、地魚に舌鼓。太平洋一望の貸切露天風呂「天空の湯」や庭園露天風呂、県内でも最大級の
500㎡の広さを誇る岩盤spa「庵」など多彩なお風呂・温泉もあり一日中楽しめる温泉三昧リゾート!!

【利用可能人数】 2名 【営業時間】 10：00-翌8：00
※深夜01：00以降は、割増料金が必要です
※バスタオル・フェイスタオル付、館内着は別途料金必要です
【休業日】 メンテナンス休業日（年1回）
【交通】 JR外房線茂原駅東口から送迎バスあり（事前予約制）

九十九里有料道路 長生ICから約1分または
圏央道 茂原北ICから約25分

【TEL】 0475-32-5550
【住所】 千葉県長生郡長生村一松3445
【URL】 http://www.taiyounosato.co.jp
【特定除外日】 2019/12/31-2020/1/3、5/3-6、8/12-15、
12/31-2021/1/3

内
容 入館料おとな2名様分
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【利用可能人数】 2名
【営業時間】 土・日・祝日10：00-21：00（最終入場19：00）

平日 10：00-20：00（最終入場18：00）
【休業日】 不定休（デックス東京ビーチ休館日に準じます）
【交通】 ゆりかもめお台場海浜公園駅から徒歩約2分

首都高速11号台場線 台場ランプから約3分
【TEL】 0800-100-5346
【住所】 東京都港区台場1-6-1

デックス東京ビーチ アイランドモール3階
【URL】 http://www.legolanddiscoverycenter.jp/tokyo/
※2019年10月17日は最終入場17:00、閉館18:00となります。

300万個を超えるレゴ®ブロックでいっぱいの屋内型アトラクションがお台場に！
レゴ®ブロックで遊んだり、ライドアトラクションに乗ったり、ワクワクが満載です。

入場料2名様分（こどものみ、大人のみの
ご入場はご遠慮いただいております）

内
容

世界のセレブの等身大フィギュアがいっぱいの体験型アトラクション！ ロープや仕切りなどは
なく、肩を組むなど自由にフィギュアに触れながら、写真撮影が楽しめます。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 平日11：00-20：00（最終入場19：00）

土・日・祝日10：00-20：00（最終入場19：00）
【休業日】 不定休（デックス東京ビーチ休館日に準じます）
【交通】 ゆりかもめお台場海浜公園駅から徒歩約2分

首都高速11号台場線 台場ランプから約4分
【TEL】 0800-100-5346
【住所】 東京都港区台場1-6-1

デックス東京ビーチアイランドモール3階
【URL】 http://www.madametussauds.com/tokyo/
※2019年10月17日は最終入場17:00、閉館18:00となります。

内
容

入場料おとな2名様分（こどものみの
ご入場はご遠慮いただいております）

【利用可能人数】 1名～
【営業時間】 各施設により異なります
【休業日】 [スパラクーア]2019/11/18・19、[TenQ]2019/12/3・4、

[オーシャンスパFuua]2019/12/17・18（その他追加設定の場合あり）、
[アーティストカフェ]2019/12/20-25、31-2020/1/3

【交通】 JR・都営三田線水道橋駅、東京メトロ丸ノ内線・
南北線後楽園駅、都営大江戸線春日駅下車すぐ
首都高速5号線 西神田、飯田橋ランプから約5分

【TEL】 03-5800-9999（東京ドームシティわくわくダイヤル）
【利用券交換窓口】 法人サービスカウンター（ミーツポート2F／平日10：
00-19：00、土・日・祝9：30-19：00）※時間はイベントなどにより変更あり
【住所】 東京都文京区後楽1-3-61
【URL】 https://www.tokyo-dome.co.jp/
【特定除外日】 各施設により異なります

1冊に10ポイントの得10チケット。スパ ラクーア、東京ドームシティ アトラクションズ、宇宙
ミュージアムTeNQ、プロ野球観戦等、お好きな施設を選んでご利用ください。

「得10（とくてん）チケット」1冊
(10ポイント付き)

内
容

海抜251mの高さからの眺望はもちろん、最新テクノロジーを導入したVR（バーチャルリアリ
ティ）体験ができる“遊べる”展望台です。

【利用可能人数】 おとな2名＋こども（小・中学生）1名
【営業時間】 10：00-22：00（最終入場閉館の60分前ま
で）※変更になる場合がございます
【休業日】 年中無休
【交通】 JR池袋駅東口から徒歩約8分

首都高速東池袋出口からすぐ
【TEL】 03-3989-3457
【住所】 東京都豊島区東池袋3-1
【URL】 http://www.skycircus.jp/
【特定除外日】特別営業時

内
容

入場料おとな2名様分＋
こども（小・中学生）1名様分

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 10:30-翌日9:00（大浴場終了翌日8:00）（月
-土曜日）／10:30-23:00（大浴場終了22:30）（日曜日）
※深夜24:00-5:00に在館および退館の場合、別途深夜
料金が必要です。
【休業日】 2月と9月に各2日間
【交通】 東京メトロ銀座線田原町駅から徒歩約5分

首都高速 上野ICから約10分
【TEL】 03-3836-7878
【住所】 東京都台東区 浅草1丁目25-15 ROX 7階
【URL】 http://www.matsuri-yu.com/

東京スカイツリー®が眺望できる、ひすい露天風呂をはじめ11種類のお風呂と3種類のサウ

ナ・ボディケア・エステ・あかすり・お食事処を完備、まる一日楽しめます。

入館料おとな1名様分
内
容

2019年4月中旬に大規模リニューアル。新たにカフェを創設。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00

※なるべく閉館30分前までにお入りください
【休業日】 第3火曜日、12月の第3火・水・木曜日
【交通】 京成柴又駅から徒歩約8分

首都高速四つ木ICから約20分
【TEL】 03-3657-3455
【住所】 東京都葛飾区柴又6-22-19
【URL】 http://www.katsushika-kanko.com/tora/

内
容

入館料おとな2名様分+
「高木屋老舗」草団子とお土産付き

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 11：00-翌9：00
※月に1回23：00閉館日あり
※深夜02：00～05：00に滞在の場合、別途深夜料金が必要です。

【休業日】 年中無休
【交通】 ゆりかもめテレコムセンター駅から徒歩約2分
【TEL】 03-5500-1126
【住所】 東京都江東区青海2-6-3
【URL】 http://daiba.ooedoonsen.jp/
【特定除外日】 2019/12/31-2020/1/3、12/31-
2021/1/3

日本最大級の温泉テーマパーク。地下1,400mから湧く湯量たっぷりの温泉「大江戸温泉」
など13種類のお風呂をご堪能ください。

入場料おとな1名様分+館内利用券1,000円分
(浴衣・タオル使用料・入湯税含)

内
容

天候に関係なく楽しめる屋内型テーマパーク！ 最新のデジタル映像を使ったライブショー
や、スリル満点のアトラクションを体験しよう！

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 10：00-22：00（最終入場21：15）

※季節により異なります
【休業日】 不定休（年1回程度、2020年は1月の第3週の
予定）
【交通】 ゆりかもめお台場海浜公園駅から徒歩約2分

首都高速湾岸線 臨海副都心ランプから約3分
【TEL】 03-5500-1801
【住所】 東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチ

3Ｆ～5Ｆ
【URL】 http://tokyo-joypolis.com/

内
容 デイパスポート1名様分

「得10（とくてん）チケット」1冊
(10ポイント付き)
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【利用可能人数】 1名
【営業時間】 季節により異なります。お問い合わせください。
【休業日】 年中無休
【交通】 シーサイドライン八景島駅下車すぐ

首都高速湾岸線 幸浦ランプから約1.5km
【TEL】 045-788-8888
【住所】 神奈川県横浜市金沢区八景島
【URL】 http://www.seaparadise.co.jp/
※プレジャーランド（遊園地）は別料金です。
【特定除外日】 カウントダウン営業時間帯、貸切営業日

テーマの異なる4つの水族館「アクアリゾーツ」では、ジンベイザメの展示や動物たちとの
ふれあい、アシカやイルカのエンターテインメントショーなど、楽しみ方がいっぱい！

アクアリゾーツパス（水族館入館券）
おとな1名様分+ミールクーポン500円分

（食事券、ファストフード「ドルフィン」にて利用可能)

内
容

日本全国のご当地ラーメンが集まった世界初のフードアミューズメントパーク。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 11：00-22：00（季節・曜日により変動あり）

※事前にお電話・ホームページにて
ご確認ください。

【休業日】 12/31、1/1
【交通】 JR・横浜市営地下鉄新横浜駅から徒歩約5分

第三京浜港北ICから約5分
【TEL】 045-471-0503
【住所】 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-21
【URL】 http://www.raumen.co.jp/

内
容

入場券おとな2名様分+
ラーメン食券850円×2枚+ラムネ券2枚

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 10：00〜（24時間営業） ※深夜3：00-5：00
にご滞在の場合、別途深夜料金が必要です。
【休業日】 3月と9月の第2火曜日（予定）
【交通】 みなとみらい線みなとみらい駅クイーンズスクエア
横浜から徒歩約5分またはJR・横浜市営地下鉄桜木町駅
から徒歩約15分
首都高速神奈川1号横羽線 みなとみらいICから約3分
【TEL】 0570-07-4126
【住所】 神奈川県横浜市中区新港2-7-1
【URL】 http://www.manyo.co.jp/mm21/

地上8階建ての伸びやかな空間に、この上ない安らぎを創出する和の意匠。喧騒から離れ
五感に響く極上の癒しと上質なくつろぎをお約束します。

入館料
おとな１名様分+１ドリンク(セルフドリンク)

内
容

横浜中華街8階建てのエンターテインメント施設。アートリックミュージアムで錯覚の世界を体
験出来たり、館内にはチョコレートファクトリー＆カフェやおみやげショップも充実。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-20：00（平日） 10：00-20：30（土・日・祝日）
※チケット引換は閉館45分前まで。横浜大世界2階チケット売場にてお
引換ください
※展示物入替のため、全ての作品をお楽しみいただけない場合がござ
います。ご了承ください
【休業日】年中無休
【交通】 東急東横線・みなとみらい線元町中華街駅3番出口から徒歩
約2分
首都高速横羽線（みなとみらい方面）横浜公園出口から約5分
【TEL】 045-681-5588
【住所】 神奈川県横浜市中区山下町97
【URL】 http://www.daska.jp/

内
容

アートリックミュージアム入館料おとな2名様分
＋オリジナル桃烏龍茶2セット

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 10:00-22：00（最終入場21：00）

※季節により営業時間が異なります
詳しくはホームページをご覧ください
※ワンドリンク（アルコール含む）は、コーラルカフェ
バーでご利用いただけます。

【休業日】 年中無休
【交通】 各線品川駅高輪口から徒歩約2分

各線東京駅から約20分
【TEL】 03-5421-1111 【住所】 東京都港区高輪4-10-30
【URL】 http://www.aqua-park.jp/aqua/
【特定除外日】特別営業日、貸切時間帯、2020年4月以降未定

「直感型テーマパーク」音、光、映像と生きものたちがコラボした、かつてないエンターテイン
メント施設。

入場料おとな1名様分+ワンドリンク
内
容

潮風が心地よい広大な総合公園「しながわ区民公園」内にあり、海や川とのふれあいをテー
マに遊体験を楽しめる空間になっています。

【利用可能人数】 おとな2名＋小中学生1名または
幼児1名
【営業時間】 10：00-17：00
【休業日】 火曜日（GW、春・夏・冬休みは営業）、1/1

※HPをご参照ください
【交通】 京浜急行大森海岸駅から徒歩約8分

首都高速1号羽田線鈴ヶ森ICから約2.7km
【TEL】 03-3762-3443
【住所】 東京都品川区勝島3-2-1
【URL】 http://www.aquarium.gr.jp

内
容

入館料おとな2名様分＋
小・中学生1名様分または幼児1名様分

【利用可能人数】大人（18歳以上）2名
※大人（18歳以上）以外の2名様でのご利用も可能ですが、差
額の返金はありません
【営業時間】 9：00-21：00（最終入館20：00）（月-木曜日）

9：00-22：00（最終入館21：00）（金-日・祝日・祝前日）
【休業日】 2020/1/1、2月中に1日（未定）
【交通】 横浜高速鉄道みなとみらい線みなとみらい駅直結

またはJR桜木町駅から動く歩道利用徒歩約8分
【TEL】 045-319-6543
【住所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目5−1

マークイズみなとみらい5F
【URL】 http://orbiearth.jp

みなとみらいで動物達とふれあえる屋内型パーク。大自然や動物たちの世界を全身で体感
するエンタテインメント施設です。

1日パスポート大人（18歳以上）2名様分
内
容

横浜中華街にある水族館。魚に関するクイズで学び、実験水槽やギャグ水槽で笑い、
ご家族で楽しめる。魚の卵や幼魚を展示する「赤ちゃん水族館」も併設。

【利用可能人数】 おとな（中学生以上）2名＋こども（4歳以上）1名
【営業時間】 平日 10：00-18：00（最終入場17：30）

※春休み、GW、夏休み、冬休み期間は20：00まで営業
土・日・祝日10：00-20：00（最終入場19：30）

【休業日】 年中無休
【交通】 JR石川町駅から徒歩約5分またはみなとみらい線

元町・中華街駅から徒歩約8分
首都高速横羽線横浜公園出口から約2分または
湾岸線・狩場線新山下出口から徒歩約6分

【TEL】 045-222-3211
【住所】 神奈川県横浜市中区山下町144 チャイナスクエアビル3Ｆ
【URL】 http://www.omoshirosuizokukan.com/

内
容

入場料おとな(中学生以上)2名様分+
こども(4歳以上)1名様分

設定期間終了
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【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-18：00（最終体験受付17：00）

※事前予約が必要となります。
直接施設宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 不定休
【交通】 富士急行線河口湖駅からタクシー約10分

中央自動車道河口湖ICから約15分
【TEL】 0555-20-4123
【住所】 山梨県南都留郡富士河口湖町河口3118
【URL】 http://kcraftpark.com/

色とりどりのガラス棒の中から一本を選びひとつのとんぼ玉を作ります。模様は8種類の中か
らお選びいただけます。

とんぼ玉体験 おとな2名様分
内
容

富士山と湖を臨む「河口湖オルゴールの森」は、世界的に貴重なオルゴールや自動演奏楽
器を集めた、庭園も楽しめる美術館です。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：30-17：30（最終入館17：00）

※冬期変更あり。お問い合わせください
【休業日】 冬期10日間、2020/1/14-24、2/28
【交通】 河口湖駅からタクシーで約16分

中央自動車道河口湖ICから約16分
【TEL】 0555-20-4111
【住所】 山梨県南都留郡富士河口湖町河口3077-20
【URL】 http://www.kawaguchikomusicforest.jp/

内
容

入場料おとな2名様分+
ちょっぴりプレゼント2名様分

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 9：00-17：00

※事前予約が必要となります。
直接施設宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 年中無休
【交通】 JR甲府駅からバスで約40分

中央自動車道双葉スマートICから約20分
【TEL】 055-251-8181
【住所】 山梨県甲府市平瀬町3221
【URL】 http://www.shousenkyo.com/

本格粉から体験します。ほうとう打ち、蕎麦打ちと、炭火焼よっちゃばれ料理は野趣に富ん
だ楽しいお食事です。

ほうとう打ちまたはそば打ち体験
（昼食付き） おとな1名様分

内
容

水と緑と太陽のユートピアをコンセプトに大自然にめぐまれた遊園地です。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 平日10：00-16：00

土・日・祝・夏休み 9：00-17：00
【休業日】 ホームページをご参照ください。
【交通】 JR五泉駅から車で約20分

磐越自動車道安田ICから約3分
【TEL】 0250-68-3450
【住所】 新潟県阿賀野市久保1-1
【URL】 http://www.suntopi.com/

内
容

入園料おとな2名様分+
1,000円分の園内の利用券(乗り物券)

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-17：30（入館は17：00まで）（通常）

10：00-16：30（入館は16：00まで）（12/30・31）
【休業日】 2020/1/14-24、2021/1/12-22
【交通】 箱根登山鉄道箱根湯本駅から路線バスで約25分

東名高速 御殿場ICから約20分
【TEL】 0460-86-3111
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原940-48
【URL】 http://hakone-garasunomori.jp/
【特定除外日】 2020/3/11、4/14、
2021/3/11（チャリティのため）

繊細優美に輝くヴェネチアン・グラスを展示。世界各国のガラス製品が揃うショップや体
験工房、カフェレストランではカンツォーネ生演奏をお楽しみいただけます。

入館料おとな2名様分＋ポストカード
内
容

箱根小涌園ユネッサンは水着で遊べる温泉のテーマパーク！本格コーヒー風呂やワイン
風呂など、ユニークで個性的なお風呂を堪能していただけます。

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 9：00-19：00（ユネッサン）

11：00-20：00（森の湯）
【休業日】 2019/12/3-6、その他半年に1回の休館日
あり（日程未定）
【交通】 箱根登山鉄道小涌谷駅から徒歩約20分

小田原厚木道路箱根口ICから約25分
【TEL】 0460-82-4126
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町二の平1297
【URL】 http://www.yunessun.com/

内
容 水着エリア入場料1名様分

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00
【休業日】 年中無休
【交通】 箱根登山鉄道箱根湯本駅からバスで約40分

東名高速厚木・御殿場・沼津ICから各約50分
【TEL】 0460-83-6828
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根570
【URL】 http://www.narukawamuseum.co.jp

世界遺産富士山が見える箱根随一の絶景と現代日本画の秀作を常設展示。年4回の展
示替、ティーラウンジとミュージアムショップ併設。

入場料おとな2名様分+
オリジナル色紙1枚プレゼント

内
容

富士山と芦ノ湖を一望できる箱根園水族館には大海から湖まで世界中の魚たちが大集
合！ 楽しいイベントもたくさんご用意しています。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00（最終入館30分前）

※季節により多少異なる場合がございます
【休業日】 年中無休
【交通】 箱根登山鉄道箱根湯本駅からバスで約65分

東名高速道 厚木ICから約60分
【TEL】 0460-83-1151
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139
【URL】 http://www.princehotels.co.jp/amuse/hakone-
en/suizokukan/
【特定除外日】 2019/9/1-2021/3/31（改修工事予定のため）

内
容 入場料＋1ドリンク おとな2名様分

設定期間終了
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【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-16：00（ＬＯ15：30）
【休業日】 木曜日
【交通】 JR熱海駅から熱海港までタクシーで約15分、

熱海港から高速船約30分初島港から約10分
東名高速道路厚木ICから約60分

【TEL】 0557-67-2151
【住所】 静岡県熱海市初島
【URL】 https://www.pica-resort.jp/hatsushima/
※混雑時フードオーダーの際お待ちいただく場合がございます。

首都圏から一番近い離島・初島。周囲4kmでタクシーもコンビニエンスストアもない、もっとも
離島らしい離島・初島には都会の喧噪からは想像もできないスローな島時間が流れています。

入場料おとな2名様分+
1,000円分のお食事券

内
容

17種140頭のワニをはじめ、日本で唯一ニシレッサーパンダ、アマゾンマナティーに会える。
約5,000種の熱帯植物や果樹も展示している。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00（最終入園16：30）
【休業日】 年中無休
【交通】 伊豆急行線伊豆熱川駅から徒歩すぐ

東名高速道路沼津ICから約105分
【TEL】 0557-23-1105
【住所】 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10
【URL】 http://bananawani.jp

内
容 入園料 おとな2名様分

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-16：30（季節により変動あり）
【休業日】 12月に4日間休館日あり

※詳細はお問い合わせください。
【交通】 伊豆急行伊豆急下田駅からバスで約7分

東名高速道路沼津ICから約70km
【TEL】 0558-22-3567
【住所】 静岡県下田市3-22-31
【URL】 http://shimoda-aquarium.com/

自然の入り江を利用した海の水族館。イルカやアシカショーを始め、楽しいショーがいっぱい。
また、イルカとふれあえるプランも人気です。

入館料おとな2名様分
内
容

浜名湖の観光スポットを湖上から眺める感動クルージングです。四季折々に移り変わる船
上からの雄大な眺めをお楽しみください。

【利用可能人数】 3名
【営業時間】 Aダイヤ=9:00-15:10（2019/10/1-11/25、
12/29-2020/1/5）
Bダイヤ=9:15-15:20（2019/11/26-12/28、2020/1/6-
2/28）
※事前予約が必要となります。直接施設宛にご連絡をお願いい
たします。
※季節によりダイヤが変わります。事前にご確認ください。
【休業日】 年中無休
【交通】 JR浜松駅から舘山寺温泉行きバスで約45分

東名高速道路 浜松西ICから約15分
【TEL】 053-487-0228
【住所】 浜松市西区舘山寺町2226-1
【URL】 http://www.hamanako-yuransen.com/

内
容 舘山寺周遊航路おとな3名様分

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 10：00-17：00（通常）

9：30-17：00（ＧＷ・夏休み）
※営業時間は変更になる場合があります

【休業日】 2019/11/5-2020/4月中旬（冬季期間休業）
【交通】 JR茅野駅からバスで約50分

中央自動車道 諏訪南ICから約35分
【TEL】 0266-68-2100
【住所】 長野県茅野市白樺湖
【URL】 http://familyland.ikenotaira-resort.co.jp/

森の中にある遊園地。キッズストリートは小さなお子様の遊園地デビューにぴったりです。
メリーゴーランドやシラカバウッドコースターなどで楽しもう。

入園料おとな1名様分+乗り物5回券+
展望リフト、または影絵美術館1名様分

内
容

標高1,000mにある総合テーマパークです。本場の製造を元に作った自家製のビールや
ジューシーなソーセージの他、動物とのふれあいや体験も楽しめます。

【利用可能人数】 おとな（中学生以上）2名＋
こども（4歳以上）1名

【営業時間】 9：30-17：00（休日）（3月下旬-11月中旬）
10：00-17：00（平日）（3月下旬-11月中旬）

【休業日】 火曜日、11月中旬-3月下旬（冬期休園）
【交通】 JR塩尻駅から約10km

長野自動車道 塩尻ICまたは岡谷ICから約20分
【TEL】 0263-51-8100
【住所】 長野県塩尻市北小野5050
【URL】 http://www.tirol.gr.jp

内
容

入園料おとな（中学生以上）2名様分＋
こども（4歳以上）1名様分＋お土産

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-18：00

※夏期・冬期・繁忙期により異なります。
お問い合わせください。

【休業日】 年中無休（1月メンテナンス休業あり）
【交通】 JR東海道線沼津駅からバスで約15分

東名高速道路沼津ICから約20～30分
【TEL】 055-954-0606
【住所】 静岡県沼津市千本港町83
【URL】 http://www.numazu-deepsea.com/

日本初の深海をテーマとした水族館。深海生物や世界中の変わった生物を多数展示。
3億5千万年前から姿を変えず生きているシーラカンスの冷凍個体展示は世界で唯一。

入場料おとな2名様分
内
容

世界文化遺産「韮山反射炉」となりの店、富士山も望める茶畑で、茶摘み衣装での茶摘み
体験は楽しさ満載。反射炉ビヤが飲めるレストランも併設。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 予約受付時間
4月・5月 ①10:00 ②11:00 ③13:00 ④14:00、
6月 ①11:00 ②13:00、9月・10月①11:00 ②13:00
※事前予約が必要となります。直接施設宛にご連絡をお願いいたします。
【休業日】年中無休
【交通】 伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅から車で約5分

東名高速道路沼津ICから約40分
【TEL】 055-949-1208
【住所】 静岡県伊豆の国市中272-1
【URL】 http://www.kuraya-narusawa.co.jp/
【特定除外日】 2019/10/28-2020/4/17（以降未定）

内
容 お茶摘み体験おとな2名様分
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※遊園地「ラグナシア」のチケットブースにてチケット引換となります。
※遊園地と温泉は離れた場所にある為、車またはシャトルバスでの移動となります。

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 ラグナシア/※季節により変動あり（HPをご参照ください）
ラグーナの湯/7：00-22：30（最終受付21：30）※季節により変動あり
（HPをご参照ください）
※混雑時にはお待ちいただく場合がございますので予めご了承ください。
【休業日】不定休、2020/5/15-17
【交通】 JR蒲郡駅から無料シャトルバスで約15分

東名高速道路音羽蒲郡ICから約20分
【TEL】 0570-097117
【住所】 愛知県蒲郡市海陽町2-3（ラグナシア）

愛知県蒲郡市海陽町2-8（ラグーナの湯）
【URL】 http://www.lagunatenbosch.co.jp
【特定除外日】 2019/12/31、2020/12/31

遊園地「ラグナシア」では通年でお花や歌劇を楽しんでいただき、夏はプール、冬はイルミ
ネーションで皆様をお迎えします。

ラグナシア入園+ラグーナの湯入浴
おとな（中学生以上）1名様分

内
容

迫力満点のアシカ・イルカショーや、海の生き物とたっぷりふれあえる水族館です。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：30-17：00（3月-10月）

※11月-2月: 季節により異なります。
詳しくはお問い合わせください。

【休業日】 12-2月の水曜日（冬休み期間除く）、冬期
メンテナンス休園あり
【交通】 名鉄知多新線知多奥田駅から徒歩約15分

南知多道路 美浜ICから約10分
【TEL】 0569-87-2000
【住所】 愛知県知多郡美浜町奥田428-1
【URL】 http://www.beachland.jp/

内
容 入園料2名様分

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：30-17：00（平日）

9：30-18：00（土・日・祝日）
（最終入館はそれぞれ1時間前まで）

【休業日】 年中無休（年間数回の臨時休館あり）
※2019年度は2019/12/9、2020/1/14、2/10、

3/9、2020年度の詳細はお問い合わせください。
【交通】 JR東海道線木曽川駅からタクシーで約15分

東海北陸自動車道 ―宮木曽川ICから約10分
【TEL】 0586-89-8200
【住所】 岐阜県各務原市川島笠田町1453 河川環境楽園内
【URL】 http://aquatotto.com/

世界最大級の淡水魚水族館。東海北陸自動車道「川島ＰＡ・ハイウェイオアシス」に隣接
し、高速道路ＰＡに車を停めたまま入場ができます。

おとな1回券(2名様分)+
オリジナルグッズ

内
容

地下850ｍから湧きでた温泉を利用し、浴場からパーデ、プール、ウォータースライダーなど、
多彩なアクア施設を備えたリラクゼーションスペースです。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-22：00
【休業日】 不定休（要お問合せ）
【交通】 JR中津川駅から無料シャトルバスで約20分

中央自動車道中津川ICから約20分
【TEL】 0573-69-5000
【住所】 岐阜県中津川市神坂280
【URL】 http://nakatsugawaonsen.com/
【特定除外日】施設指定日（要お問合せ）

内
容

入館料おとな2名様分
（温泉、バーデゾーン、プールゾーン利用可）

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-17：30（最終入館は17：00まで）
【休業日】 火曜日（祝日の場合は翌日、2019/12/24、
2020/3/24・31は開館）
【交通】 あおなみ線金城ふ頭駅から徒歩約2分

伊勢湾岸自動車道 名港中央ICからすぐ
【TEL】 052-389-6100
【住所】 愛知県名古屋市港区金城ふ頭3-2-2
【URL】 http://museum.jr-central.co.jp/
【特定除外日】 2019/12/28-2020/1/1、12/28-
2021/1/1

東海道新幹線を中心に、在来線から超電導リニアまで、39の実物車両の展示を通して「高
速鉄道技術の進歩」を紹介する鉄道のミュージアム。

入館料おとな2名様分＋音声ガイド2台
内
容

大人気のシャチやイルカをはじめ、ペンギン、ウミガメ、多様な魚たちなど、500種50,000点
の生き物と出会える、日本最大級の水族館。

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 9：30-17：30（通年）、9：30-20：00（ＧＷ・
夏期）、9：30-17：00（冬期）

※入館は閉館の1時間前まで
【休業日】 月曜日（休日の場合は翌日/ＧＷ、7-9月、春・
冬休みは開館）冬期に臨時休館（メンテナンス休館）あり
【交通】 地下鉄名古屋港駅から徒歩約5分

名古屋高速道 港明ICから約5分
【TEL】 052-654-7080
【住所】 愛知県名古屋市港区港町1-3
【URL】 http://www.nagoyaaqua.jp/

内
容

入館料おとな1名様分+
オリジナルグッズ

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：30-17：00（夏季・秋冬季に延長または短
縮します。詳細は明治村公式HPでご確認ください。）

※営業時間は季節による変動があります。
【休業日】 夏季・冬季は不定休あり。その他臨時休業あり。

詳細は明治村公式HPでご確認ください。
【交通】 名鉄犬山駅からバスで約20分

中央自動車道 小牧東ICから約10分
【TEL】 0568-67-0314
【住所】 愛知県犬山市内山1
【URL】 http://www.meijimura.com/

明治時代の建物を移築保存する野外博物館。往時を偲ばせる飲食グルメやＳＬ乗車体験
など、文明開化の薫りが溢れるレトロムードいっぱいの「時感浪漫」を満喫いただけます。

入村料おとな2名様分
内
容

30種類以上の様々なジャンルののりものや季節ごとのイベントがあり、ファミリーで楽しむこと
ができる遊園地です。

【利用可能人数】 3名
【営業時間】 10：00-17：00（季節・曜日により変動あり）
【休園日】 不定休（お出かけ前にご確認ください）
【交通】 名鉄犬山線犬山駅東口から路線バスで約5分

名古屋高速小牧北ICまたは名神高速
小牧ICから国道41号線経由約20分

【TEL】 0568-61-0870
【住所】 愛知県犬山市大字犬山字官林26
【URL】 http://www.japan-monkeypark.jp/

内
容

遊園地入園料おとな3名様分
（動物園は別途入園料が必要）
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【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00（体験受付は15：30まで）

※事前予約が必要となります。
直接施設宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 2019/12/27-2020/1/3、12/27-
2021/1/3
【交通】 信楽高原鉄道雲井駅から徒歩約7分

新名神高速道路 信楽ICから約2分
【TEL】 0748-83-0126
【住所】 滋賀県甲賀市信楽町牧1293-2
【URL】 http://www.tanukimura.com/

新名神信楽インターより2分の場所にある当店での手造り体験です。大狸と1万匹の狸がお
迎えします。

陶芸体験おとな2名様分
内
容

大津市琵琶湖をのぞむ温泉施設。2種類の天然温泉や岩盤浴、絶景リクライナーの他、
充実した施設と専門店。手ぶらで1日楽しめます。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-25：00
【休業日】 年2回程度休業あり（不定期）

※公式HP等でご確認ください
【交通】 JR湖西線おごと温泉駅から送迎シャトルバスで

約6分
湖西バイパス 仰木雄琴ICから約10分

【TEL】 077-577-3715
【住所】 滋賀県大津市苗鹿3-9-5
【URL】 http://www.agaryanse.co.jp/
【特定除外日】 2020/8/1

内
容 入館料おとな2名様分

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 9：00-17：00（3月-11月）

9：30-17：00（12月-2月）
（年末年始、大型連休、夏休み、冬休みは営業時間を延長する
場合がございます。）
【休業日】 毎年1月中旬（2020年は1/14-24、2021年は日程
未定）
【交通】 JR嵯峨野線太秦駅から徒歩約5分

名神高速 京都南ICから約30分
【TEL】 075-864-7716
【住所】 京都府京都市右京区太秦東蜂岡町10
【URL】 http://www.toei-eigamura.com/

1975年11月にオープンした日本映画発祥の地にある映画のテーマパーク。大型リニューア
ルして新施設続々誕生。

入村券おとな1名様分、
アトラクション券(1館分)付き

内
容

哲学の道から南禅寺へと続く極上の散歩道。眺めのいいお部屋で、生地から作る生八つ
橋の手づくり体験を。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-17：30（最終受付16：00）

※生八つ橋手づくり体験は予約が必要となります。
直接施設宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 火曜日（祝日の場合は翌水曜日）、12/24-31
【交通】 地下鉄東西線蹴上駅から徒歩約5分

名神高速道路 京都東ICから約25分
【TEL】 075-754-0611
【住所】 京都府京都市左京区南禅寺草川町69-1
【URL】 http://yatuhashian.jp/

内
容

生地から作る生八つ橋手づくり体験
おとな2名様分+600円分の館内利用券

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 11：00-16：00

※露天風呂付大浴場は1箇所になります。
清掃のため、ご入浴できない場合があります。

【休業日】 2020/1/7-9、2/25-27、3/3-5
【交通】 富山地方鉄道宇奈月温泉駅から徒歩約5分

北陸自動車道黒部ICから約20分
【TEL】 0765-62-1234
【住所】 富山県黒部市宇奈月温泉53
【URL】 http://www.entaiji.com/

天然温泉100％。加温・加水なし。美肌効果に抜群のお湯です。大浴場、露天風呂からの
景色は絶景です。

入浴料おとな2名様分
（入浴、フェイスタオル、バスタオル、

黒部の名水500ml1本付）

内
容

世界にひとつだけのオンリー碗を作ってみませんか。絵付けのスタッフがていねいに指導しま
す。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 8：00-17：00（ 体験受付は16:00まで）
※事前予約が必要となります。直接施設宛に「ドコモdポイントク
ラブの利用」とご連絡をお願いいたします。
※完成に約5～10日要します。送料が別途必要です。
【休業日】 年中無休（12/27-31の午後はお問合わせください）
【交通】 JR加賀温泉駅から車で約5分

北陸自動車道 加賀ICから約10分
【TEL】 0761-77-2121
【住所】 石川県加賀市中代町ル95-2
【URL】 https://www.mangetsu.co.jp/

内
容 絵付け体験 おとな2名様分

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-16：30（通常）

9：00-17：00（ＧＷ・夏季）
【休業日】 臨時休業あり（詳細はHPでご確認ください）
【交通】 JR加賀温泉駅からタクシーで約20分

北陸自動車道片山津ICから約15分
【TEL】 0761-65-3456
【住所】 石川県小松市粟津温泉ナ-3-3
【URL】 https://yunokuni.jp/mori/
【特定除外日】 2019/12/17、2020/1/7

緑豊かな13万坪の丘陵地。石川県の伝統工芸を「見て、ふれて、創って」をテーマとした加賀伝統工芸
村ゆのくにの森。九谷焼ろくろ回しや輪島塗沈金体験など、11の館で50種類以上の体験が楽しめます。

入場料おとな2名様分＋
1,100円×2名様分の村内利用券

内
容

体験・体感型の楽しい水族館。イルカショー、ペンギンの散歩、ガラス張りの水面を歩ける
サンゴ礁水槽の他、ペンギンの水中トンネルやハート型水槽も必見！

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：30

※時期により閉館時間が異なりますので
HPでご確認ください

【休業日】 年中無休
【交通】 JR芦原温泉駅からバスで約30分

北陸自動車道金津ICから約20分
【TEL】 0776-81-2700
【住所】 福井県坂井市三国町崎74-2-3
【URL】 http://www.echizen-aquarium.com/

内
容 入館料おとな2名様分
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【利用可能人数】 おとな2名＋こども（小・中学生）1名
【営業時間】 10：00-17：00（ 入館は16：30まで）
【休業日】 月曜日※月曜日が祝日の場合は、翌火曜日が休
館日。※春休み・5月・夏休み・10月は月曜日も開館します。
メンテナンス休館（2020/1/21-31の平日、9/1-18の平日、
2021/1/19-29の平日）、年末年始休館あり。
【交通】 泉北高速鉄泉ヶ丘駅から徒歩約3分

阪和自動車道 堺ICから約15分
【TEL】 072-294-0999
【住所】 大阪府堺市南区茶山台1-9-1
【URL】 http://www.bigbang-osaka.or.jp/

「遊び」をテーマに「子どもの豊かな遊びと文化創造の中核拠点」として、平成11年6月にオープン。名誉館長の松本零
士氏が創作したストーリー性のある非日常空間を演出し不思議で楽しい体験遊具がフロア全体に広がっています。車椅
子の方でも移動が容易な「スロープ、段差のない構造」など、すべての子どもたちにやさしい福祉設備を整えております。

入館料おとな2名様分+
こども（小・中学生）1名様分

内
容

大阪城や中之島公園などの水都大阪の名所を巡るリバークルーズ船「アクアライナー」。
ベイエリアをダイナミックなクルーズで楽しむ「サンタマリア」。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 ［アクアライナー］大阪城港10：00-16：00
［サンタマリア］海遊館西はとば11：00-16：00（17：00）※（ ）は運航しない月や曜
日があります。 ※［サンタマリア］2019/12/20-25は15：00まで。詳細はHP等でご
確認ください。 ※アクアライナーは完全予約制ではありませんが、予約者優先となり
ます。※サンタマリアは予約不要です。（いずれも当日運航状況をご確認の上お越し
ください）
【休業日】 ［アクアライナー］2020/7/25の午後全便、

2020/1・2月の平日に不定休
［サンタマリア］12/31、2020/1月上旬-2月上旬、2月平日に不定休

【交通】 [アクアライナー]大阪城港：JR大阪城公園駅すぐ
[サンタマリア]地下鉄大阪港駅から徒歩約10分

【TEL】 06-6942-5511【住所】大阪府大阪市中央区大阪城2
【URL】 http://suijo-bus.osaka
【特定除外日】 ［アクアライナー］2020/3/25-4/15、2021/3月下旬（日程は未
確定です）

内
容

アクアライナーまたは
サンタマリア乗船料おとな2名様分

【利用可能人数】 おとな2名＋こども（小学生以下）2名
【営業時間】 9：00-22：00（最終入場21：30）
※特別営業（貸切）など営業時間が変更となる場合がございます。

HPの営業カレンダーなどで必ずご確認ください。
【休業日】 年中無休
【交通】 近鉄大阪阿部野橋駅またはJR・地下鉄天王寺駅または

阪堺天王寺駅前駅下車すぐ
新大阪駅から約30分

【TEL】 06-6621-0300
【住所】 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1-43
【URL】 http://www.abenoharukas-300.jp/observatory/
【特定除外日】 特別営業日（不定期）

日本一高いビルの展望台「ハルカス300」からの絶景を存分にお楽しみください。

入場料おとな2名様分＋
こども（小学生以下）2名様分

内
容

世界11カ国16種類の温泉とでっかいプール、世界8カ国の岩盤浴が楽しめる都市型スパリ
ゾート。

【利用可能人数】 2名 【営業時間】 10：00-翌8：45
【休業日】 年中無休
【交通】 JR新今宮駅から徒歩約3分

阪神高速 松原線天王寺出口から約5分
【TEL】 06-6631-0001
【住所】 大阪府大阪市浪速区恵美須東3-4-24
【URL】 http://www.spaworld.co.jp/
【特定除外日】 特別期間（お盆等）
※深夜00：00～05：00の入退館及び在館の場合、深夜割増料金が
必要となります。※12歳未満のお子様のみのご入館はお断りしておりま
す。※入湯税が発生する場合がございます。

内
容

入館券おとな2名様分(おとなこども共通)+
500円分の館内利用券

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00（最終受付15：45）

※事前予約が必要となります。
直接施設宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）、12/26-31
【交通】 阪急京都線西京極駅から徒歩約15分

名神高速 京都南ICから約20分
【TEL】 075-316-0415
【住所】 京都府京都市右京区西京極郡町8番地
【URL】 http://yatuhasian.jp/

京菓子カルチャー体験館。創作和洋菓子工房＆琳派風の創作京料理ダイニング。

生地から作る生八つ橋手づくり体験
おとな2名様分+600円分の館内利用券

内
容

「水と共につながる、いのち」をコンセプトに源流から海にいたる水の流れと、いのちのつながり
を表現。遊びながら学べる水族館です。

【利用可能人数】 おとな1名＋こども（小・中学生）1名
【営業時間】 10：00-18：00

（受付は閉館の1時間前まで）
※季節および貸切営業等により変動あり

【休業日】 年中無休（施設点検等による臨時休業あり）
【交通】 JR京都駅から徒歩約15分または

JR梅小路京都西駅から徒歩約7分
【TEL】 075-354-3130
【住所】 京都府京都市下京区観喜寺町35-1

（梅小路公園内）
【URL】 http://www.kyoto-aquarium.com/

内
容

入場料おとな1名様分＋
こども（小・中学生）1名様分

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 平日 10：00-翌1：00（最終受付0：30）

土・日・祝日 7：00-翌1：00（最終受付0：30）
【休業日】 年中無休
【交通】 近鉄奈良駅からバスで約20分

西名阪自動車道郡山ICから約15分
【TEL】 0742-30-1126
【住所】 奈良県奈良市八条5丁目351-1
【URL】 http://www.yuraranoyu.jp/nara.html
【特定除外日】 GW、年末年始、その他お問合せください

色濃く湧き出る露天風呂や2013年6月に導入された炭酸泉が大好評。女性専用の岩盤浴
もリピーター人気急上昇中。（別料金）

入浴料 おとな2名様分＋定食＋
レンタルタオル＋フェイスタオルプレゼント

内
容

日本の森をスタートし大水槽を中心に太平洋一周の旅へ。新体感エリアで生き物たちを身
近に体感しふれあってください。クラゲ展示水槽が海月銀河としてリニューアル。

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 10：00-20：00（通常）

9：30-20：00（2019/10/1-31）
※入館は閉館の1時間前まで。

【休業日】 2020/1/8・9（2020年度は未定）
【交通】 大阪メトロ中央線大阪港駅から徒歩約5分

阪神高速大阪港線または湾岸線天保山出口から
約5分

【TEL】 06-6576-5533
【住所】 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10
【URL】 http://www.kaiyukan.com/index.html

内
容

入館料おとな1名様分+
500円分の天保山ハーバービレッジお食事券
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【利用可能人数】 おとな2名＋こども1名
【営業時間】 平日 10：00-17：30（3月-9月）

土日祝 09：30-17：30（3月-9月）
（春休み・ＧＷ・夏休みは除く）
平日 10：00-17：00（10月-2月）
土日祝 9：30-17：00（10月-2月）
（冬休み除く）

【休業日】 年中無休（変更の場合あり）
【交通】 神戸淡路鳴門道 津名一宮ICから約15分
【TEL】 0799-62-1192
【住所】 兵庫県淡路市塩田新島8-5
【URL】 http://www.onokoro.jp/

大観覧車やゴーカートなどが充実した「ライドアクション」をはじめ、「ミニチュアワールド」「童
話の森」など見どころ満載！ こどももおとなも1日中ゆったり遊べます。

入場料おとな2名様分+
こども1名様分

内
容

日本が誇る世界的写真家、故・植田正治氏の作品約12,000点を収蔵・展示するミュージ
アム。館内から眺める秀峰「大山」の景色は必見。

【利用可能人数】 一般2名＋高校・大学生2名
【営業時間】 9:00-17:00（最終入館16：30）
【休業日】 火曜日（祝日の場合は翌日）、2019/12/1-

2020/2/29、12/1-2021/2/28、展示替期間
【交通】 JR岸本駅からタクシーで約5分または

JR米子駅からタクシーで約20分
米子自動車道 大山高原スマートIC出口から約3分

【TEL】 0859-39-8000
【住所】 鳥取県西伯郡伯耆町須村353-3
【URL】 http://www.houki-town.jp/ueda/

内
容

入館料一般2名様分+
高校・大学生2名様分

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 4月-9月 9：00-17：30（最終入園16：45）

10月-3月 9：00-17：00（最終入園16：15）
【休業日】 年中無休
【交通】 一畑電車松江フォーゲルパーク駅から

徒歩約1分
山陰自動車道松江西ICから約20分

【TEL】 0852-88-9800
【住所】 島根県松江市大垣町52
【URL】 http://www.ichibata.co.jp/vogelpark/

世界でもめずらしい花と鳥の公園です。花の展示温室は国内最大級の規模で花の別天地
が楽しめます。2つの鳥の温室をはじめ園内各所でたくさんの鳥たちとであえます。

入園料 おとな2名様分
内
容

地域最大規模のレストランと蒜山・山陰のお土産をそろえたショッピングセンター。
山陰一の遊園地ジョイフルパークを併設しています。

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 10：00-17：00（3/26-11/25）
【休業日】 冬期期間11/26-3/25は休園する場合が
あります。※詳細はお問い合わせください。
【交通】 米子自動車道蒜山ICから約3分
【TEL】 0867-66-3600
【住所】 岡山県真庭市蒜山上福田1205-197
【URL】 www.hkcenter.co.jp
【特定除外日】 2019/11/26-2020/3/25

内
容 遊園地フリーパス券おとな1名様分

【利用可能人数】おとな1名＋こども1名
【営業時間】 10：00-20：00※最終入館は閉館の1時間前まで
※営業時間は季節により変動する場合があります。
※チケット販売窓口で当日入館券にお引換えください。
※待ち列発生時は列にお並びいただくことになります。
予めご了承ください。 ※他券への変更はできません。
【休業日】年1回程度、設備点検臨時休業あり
【交通】 大阪モノレール万博記念公園駅から徒歩約2分

名神高速道路・近畿自動車道吹田ICまたは
中国自動車道中国吹田ICから約5分

【TEL】 0570-022060(ナビダイヤル)
【住所】 大阪府吹田市千里万博公園2-1 EXPOCITY内ニフレル
【URL】 http://www.nifrel.jp/

コンセプトは「感性にふれる」。多様ないのちと個性のつながりをテーマに、海遊館がプロ
デュースした全く新しい施設。2019年3月新展示「かくれるにふれる」誕生！

入館券おとな1名様分+こども1名様分
内
容

大きな海と恵まれた自然、そこに生きる動物たちとのふれ合いを大切に、水族館の枠には
まらない、面白いこと・楽しいこと・素敵なことがいっぱい。

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 9:00-17:00
【休業日】 年中無休
【交通】 JR城崎温泉駅からバスで約10分

北近畿豊岡自動車道日高神鍋高原ICから
約40分

【TEL】 0796-28-2300
【住所】 兵庫県豊岡市瀬戸1090
【URL】 http://www.hiyoriyama.co.jp/

内
容 入館料おとな1名様分

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 14:30-16：00（ティークルーズ標準運航ダイヤ）
※運航ダイヤは変更になる場合がありますので、必ず事前にご確認くだ
さい。※事前予約が必要となります。直接施設宛にご連絡をお願いい
たします。
【休業日】 2020/1/6-21、6/9、2021/1/12-27
【交通】 JR神戸駅・神戸市営地下鉄ハーバーランド駅から徒歩約10分
または阪急・阪神・山陽電鉄高速神戸駅から徒歩約15分

阪神高速道柳原・京橋ICから約5分
【TEL】 078-360-5603（コンチェルト予約センター/9：00-19：30）
【住所】 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1
【URL】 http://www.kobeconcerto.com/
【特定除外日】 イベント、チャータークルーズ等

青く広がる海を悠々と駆け抜けるコンチェルトのクルージングを生演奏と共にゆったりとお楽し
みいただけます。

「ティークルーズ」乗船料おとな1名様分＋
オリジナルケーキセット

内
容

手塚治虫は、5歳から24歳までの約20年を宝塚で過ごしました。手塚マンガを再現した館
内で、マンガやアニメ、アニメ制作体験などをお楽しみください。

【利用可能人数】 4名
【開館時間】 9：30-17：00（入館は16：30まで）
【休館日】 水曜日（祝日と重なる日、春・夏休みは開館）、

その他臨時休館あり
【交通】 JR・阪急宝塚駅から花のみち経由徒歩約8分

中国自動車道宝塚ICから西へ約2km
【TEL】 0797-81-2970
【住所】 兵庫県宝塚市武庫川町7-65
【URL】 http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/tezuka/
【特定除外日】 リニューアル休館（時期未定）

内
容 入館料おとな4名様分
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【利用可能人数】 2名
【営業時間】 8:00-17:00（体験は9:00-15:30）
※ご利用日の2日前までにお電話にてご予約のうえ「ドコモdポイ
ントで」とお伝えください。臨時休業・満席などでご希望の日時が
お取りできない場合はご了承ください。
※送料が別途必要です。現地にてお支払ください。
【休業日】 年中無休
【交通】 JR東萩駅から徒歩約10分

小郡萩道路 絵堂ICから約30分
【TEL】 0838-25-9545
【住所】 山口県萩市椿東新川東区3155
【URL】 http://www.hagiyaki-kaikan.com

萩焼窯元・萩城窯直営店。ロクロ見学や陶芸体験もできる工房を備え、ギャラリーショップには格式高い茶器やオリジナルのテーブルウ
エア、小物などの萩焼が並びます。世界遺産・松下村塾から車で約5分、萩反射炉から約3分と観光の拠点としても便利です。湯呑な
どに絵や文字を書くことで手軽にオリジナル作品ができる「絵付け体験」で、伝統の萩焼を身近に楽しむことができます。

萩焼絵付け体験2名様分（湯呑（大））
内
容

巨大岩盤浴ゾーンに天然温泉、映画にゲームに宿泊と、夏はプール、冬はスケートと盛り
だくさん。一日ゆっくりできる施設です。

【利用可能人数】 おとな1名＋小学生1名
【営業時間】 10：00-23：00（受付22：00まで）
【休業日】 毎月第3木曜日（5月・10月に各1日点検期
間休あり）
【交通】 山陽本線櫛ヶ浜駅または下松駅から

タクシーで約7分
山陽自動車道徳山ICから約15分

【TEL】 0833-41-2600
【住所】 山口県下松市大字平田448
【URL】 http://www.k-park.co.jp/

内
容 入場料おとな1名様分＋小学生1名様分

【利用可能人数】 おとな1名+こども（小・中学生）1名
または幼児2名

【営業時間】 9：30-17：30（最終入館17：00）
※海響館体験型イベントは事前予約が必要となります。
3日前までに直接施設宛にご連絡をお願いいたします。
【休業日】 年中無休
【交通】 JR下関駅からバスで約7分

中国自動車道 下関ICから約15分
【TEL】 0832-28-1100
【住所】 山口県下関市あるかぽーと6-1
【URL】 http://www.kaikyokan.com

日本最大級のペンギン展示施設「ペンギン村」で見られるペンギンたちの集団遊泳「ペンギ
ン大編隊」は必見！ その他国内でも珍しいイルカとアシカの共演ショーなど見どころ満載。

入館料おとな(高校生以上)1名様分+
こども(小中学生)1名様(もしくは幼児2名様)+

海響館体験型イベント（3月-11月ペンギンと一緒に～はいポーズ！～、
12月-2月バックヤード見学）

内
容

中四国最大級テーマパーク！全22種のアトラクションやパレードなどのエンターテイメントショーも開催。春と秋には、300品種の
バラが楽しめるレオマローズガーデンをはじめとする季節の花々、レオマ花ワールドも必見！また、全国イルミネーションアワード第
4位・日本夜景遺産認定の“レオマ光ワールド”では、中四国最大250万球の光の世界やナイトエンターテイメントが楽しめる。

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 10：00-16：00

（季節・曜日により変更あり）
【休業日】 メンテナンス休園あり
【交通】 ことでん岡田駅からタクシーで約10分

高松自動車道坂出ICまたは善通寺ICから
約25分または府中湖スマートICから約15分

【TEL】 0877-86-1071
【住所】 香川県丸亀市綾歌町栗熊西40-1
【URL】 http://www.newreomaworld.com

内
容

フリーパスおとな1名様分
(入園料+乗り物)

【利用可能人数】 おとな2名＋こども2名
【営業時間】 10：00-17：00
【休業日】 火曜日（祝日、GW、春休み、夏休み、冬休み

期間中は営業）、冬期メンテナンス休園日
※台風・積雪等による臨時休園あり。

【交通】 JR宇野駅からタクシーで約20分
瀬戸中央道児島ICから約30分

【TEL】 0863-71-4488
【住所】 岡山県玉野市滝1640-1
【URL】 http://www.omochaoukoku.co.jp/index.php

トミカ・プラレールやリカちゃん、ブロックや木のおもちゃなどで自由に遊べる「おもちゃパビリオン」と、レッ
ツゴートーマスやゴーカート、大観覧車などの“のりもの”が一緒になった「おもちゃのテーマパーク」。

入園料おとな2名様分+
こども2名様分

内
容

動物たちとふれあったりエサを与えることができるアットホームな動物園です。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：30-17：00（4月-10月）

9：30-16：30（11月-3月）
（入園は閉園の1時間前まで）

【休業日】 2019/11/21-2020/2/20の間の水曜日
（祝日、冬休み期間除く）

【交通】 JR岡山駅からタクシーで約8分
山陽自動車道 岡山ICから車で約15分

【TEL】 086-252-2131
【住所】 岡山県岡山市北区京山2-5-1
【URL】 http://www.urban.ne.jp/home/ikedazoo/
【特定除外日】 2019/11/24、12/14、ハロウィンナイト開催日、無
料開放日

内
容

入園料おとな2名様分+
1,000円分の園内利用券

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00（最終入館16：00）
【休業日】 2020/1/21・22、施設整備・点検のため臨
時休館日あり

※臨時休館日は年度により異なります。
【交通】 宮島口桟橋から宮島桟橋へフェリーで約10分、

宮島桟橋から徒歩約25分
【TEL】 0829-44-2010
【住所】 広島県廿日市市宮島町10-3
【URL】 http://www.miyajima-aqua.jp

瀬戸内海の生きものを中心に350種1万3千点以上を展示。いやしとふれあいがコンセプト
の参加体験型の水族館です。

入館料おとな2名様分
内
容

岸田劉生の「毛糸肩掛せる麗子肖像」の落札で話題となり、さらにファン・ゴッホ作品「農
婦」で注目を集めた。絵画は年に3～4回展示替あり。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10:00-17:00
【休業日】 月曜日（祝休日は開館）、展示替え期間、冬期休
館（日程の詳細はお問い合わせください）
【交通】 JR宮内串戸駅からバスで約90分

中国自動車道 吉和ICから約2分
【TEL】 0829-40-3001
【住所】 広島県廿日市市吉和4278
【URL】 http://www.woodone-museum.jp/
【特定除外日】 2019/12月上旬から翌3月上旬（冬季休
館）

内
容 入館料おとな2名様分

入園料おとな2名様分+
こども2名様分

設定期間終了
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【利用可能人数】 おとな1名+こども1名
【営業時間】 9：30-16：30

※運航状況要確認
【休業日】 年中無休（海上不良時は欠航）
【交通】 唐津バスセンターからバスで約30分

九州自動車道多久ICから約60分
【TEL】 0955-82-3001
【住所】 佐賀県唐津市呼子町呼子
【URL】 http://www.marinepal-yobuko.co.jp/

玄武岩の断崖絶壁にまるで7つのカマドをならべたような海蝕洞窟七ツ釜は圧巻！！ 洞窟
に入る瞬間はドキドキ！、ワクワク！

七ツ釜遊覧船イカ丸コース
おとな・こども各1名様分

内
容

約30万㎡の敷地にさまざまな動物アトラクションが点在。動物にふれあったり、エサをあげた
り、一日中遊べる動物テーマパーク。

【利用可能人数】 おとな1名
【営業時間】 9：30-17：00（3月中旬-10月中旬）

10：00-16：30（10月中旬-3月中旬）
【休業日】 12-2月の水曜日（冬休み期間は除く）
【交通】 JR阿蘇駅から車で約3分

九州自動車道熊本ICから約50分
【TEL】 0967-34-2020
【住所】 熊本県阿蘇市黒川2163
【URL】 http://www.cuddly.co.jp

内
容

入園券おとな1名様分＋
オリジナルグッズ

【利用可能人数】 3名
【営業時間】 9:00-17:00
【休業日】 ホームページにてご確認ください。
【交通】 JR赤水駅から徒歩約20分

九州自動車道熊本ICから約50分
【TEL】 0967-35-1341
【住所】 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字下野793
【URL】 http://www.aso-osaru.com/

お猿さん達のかわいい仕草に癒され、奇抜なパフォーマンスや目が離せない数々の芸。笑いと歓声の40分
間の舞台を是非お楽しみください。「童心に帰れる阿蘇のさるまわし」「癒しと笑いと感動」満載の全天候型
の劇場です。

入場料おとな3名様分
内
容

大分香りの博物館は世界中の貴重な香水コレクションをはじめ、香炉、香木、香料原料を展
示しています。また、オリジナル香水づくりやアロマ体験ができます。

【利用可能人数】 1名
【営業時間】 10：00-18：00（体験受付17：00まで）

※事前予約が必要となります。直接施
設宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 12/31、1/1
【交通】 JR別府大学駅から徒歩約15分

大分自動車道別府ICから約7分
【TEL】 0977-27-7272
【住所】 大分県別府市北石垣48-1
【URL】 http://oita-kaori.jp

内
容

入館料おとな1名様分+
オリジナル香水石けん+

かおり体験（オリジナル香水作り+アロマ〈芳香浴〉）

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-18：00（平日）

9：00-18：00（土・日・祝）
【休業日】 毎週木曜日（祝日・長期休暇時は営業）
【交通】 JR予讃線宇多津駅から徒歩約10分

瀬戸中央自動車道坂出ICから約10分
【TEL】 0877-49-7070
【住所】 香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁8-1
【URL】 www.goldtower.co.jp

どんな天候でも遊べる、ご家族向けのテーマパークです。158ｍもある金色のタワーが目印。
詳しくはHPにて。※一部別料金が必要なものもございます。

パークパス2名様分
内
容

世界に1つだけのオリジナル茶わんを作ってみませんか？ 約1か月半後にご自宅に届きま
す。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 8：30-17：00

（絵付け体験の受付は16：00まで）
※事前予約が必要となります。直接施設
宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 2019/10/1、2020/1/1、2021/1/1
【交通】 松山自動車道松山ICから約7分
【TEL】 089-962-3900
【住所】 愛媛県伊予郡砥部町宮内83番地
【URL】 http://www.togeikan.com/

内
容 絵付け体験（茶碗） おとな2名様分

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：00-17：00
【休業日】 年中無休
【交通】 高知自動車道高知ICから約30分
【TEL】 088-841-2437
【住所】 高知県高知市浦戸778（桂浜公園内）
【URL】 http://www.katurahama-aq.jp

桂浜の浜辺にあり、生き物との距離が近く、ウミガメやペンギンの餌やりなどのふれあい体験
もできる。大人気のアシカショーや目が赤く光る巨大魚「アカメ」の群泳は必見だ。

入館料おとな2名様分+
ポストカード2枚

内
容

「見る」「学ぶ」「触れる」「食べる」「買う」を通じて、福岡・博多の食や文化を一同に体験できる
施設です。ふくやの工場見学ガイドツアーはもちろんですが、ｍｙ明太子作り体験が人気です。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10：00-17：00（入館は16：30まで）
体験時間 ①11:00〜 ②13:30〜 ③15:00〜
※3日前までにご予約ください。※状況により当日
予約も可能です。お電話でお問い合わせください。
※入館料が別途必要です。現地にてお支払ください。
【休業日】 毎週火曜日（祝日の場合は翌日休館および年末年始）
【交通】 JR吉塚駅からタクシーで約5分

九州自動車道福岡ICから約15分
【TEL】 092-621-8989
【住所】 福岡県福岡市東区社領2-14-28
【URL】 http://117hakuhaku.com

内
容 My明太子手作り体験おとな2名様分
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【利用可能人数】 2名
【営業時間】 ［鍾乳洞］9：00-18：00

［八重山そば］11：00-16：00
※事前予約が必要となります。直接施
設宛にご連絡をお願いいたします。

【休業日】 年中無休
【交通】 石垣港、石垣市内から車で約10分
【TEL】 0980-83-1550
【住所】 沖縄県石垣市石垣1666
【URL】 www.ishigaki-cave.com

サンゴ礁から生まれた石垣島最大の鍾乳洞。キラキラ光る鍾乳石、鍾乳洞イルミネーショ
ンの輝き、水の音を楽しむ水琴窟、トトロ鍾乳石など見どころがいっぱい。

入洞料おとな2名様分+
八重山そば単品2名様分付

内
容

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 10:00-17:00（4月-9月）

10：00-16：30（10月-3月）
※事前予約が必要となります。直接施設宛に
ご連絡をお願いいたします。
※送料が別途必要です。現地にてお支払ください。

【休業日】 年中無休
【交通】 JR宮崎駅からタクシーで約50分
【TEL】 0985-77-1223
【住所】 宮崎県東諸県郡綾町大字北俣1012番地
【URL】 http://www.town.aya.miyazaki.jp/
ayatown/tour_guide/guide/craft_castle.html

綾町内で出来る陶器、木工、織物、ガラス等の工芸品の展示販売をしています。工芸品を身近に感じても
らうために、陶器、織物・藍染の体験が出来ます。また、680年前の山城を木造で復元し、歴史資料他、新
刀の開祖田中国広の刀などを展示しています。

入場料＋陶芸体験（湯呑〈手びねり〉）
おとな2名様分

内
容

ジンベエザメが泳ぐ黒潮大水槽は圧巻。「いるかの時間」などの毎日のイベントも多彩。
屋外水路ではイルカのパフォーマンスを間近で見ることができる。

【利用可能人数】 2名
【営業時間】 9：30-18：00（入館は17：00まで）
【ＧＷ・夏休み期間中の土・日等】「夜の水族館」を開催
（21：00まで営業〈入館は20：00まで〉）
【休業日】 12月の第1月曜日から4日間
【交通】 JR鹿児島駅から徒歩約15分

九州縦貫自動車道薩摩吉田ICから約20分
【TEL】 099-226-2233
【住所】 鹿児島県鹿児島市本港新町3-1
【URL】 http://ioworld.jp

内
容 入場料おとな2名様分

【利用可能人数】 おとな2名またはおとな1名+こども2名
【営業時間】 9：00-18：00
【休業日】 年中無休
【交通】 那覇空港自動車道南風原南ICより約10分
【TEL】 098-949-7421
【住所】 沖縄県南城市玉城字前川1336
【URL】 www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

沖縄の魅力を一挙に楽しめる観光リゾート施設。美しい大鍾乳洞「玉泉洞」、人気のエイ
サーショーや、ハブショー等とびっきりの沖縄体験が楽しめます。

フリーパスおとな(高校生以上)2名様分、
またはおとな(高校生以上)1名様分+

こども(4歳～中学生)2名様分

内
容

沖縄のアダムとイブ伝説が言い伝えられる古宇利島。そんな“恋の島”をつなぐ古宇利大橋は、海の上を
走っているような気分になれます。島を吹きぬける風の香り、刻々と表情をかえる海と空の青。この見渡す
かぎりの古宇利ブルーが堪能できる展望塔、それが古宇利オーシャンタワーです。

【利用可能人数】 おとな2名＋中・高校生2名
【営業時間】 9:00-18:00（最終受付17：30）
【休業日】 年中無休
【交通】 沖縄自動車道許田ICから約30分
【TEL】 0980-56-1616
【住所】 沖縄県国頭郡今帰仁村字古宇利538番地
【URL】 http://www.kouri-oceantower.com
【特定除外日】 2020/4/12または19または26（未定）
午後（古宇利マジックアワーRUNによる古宇利大橋封鎖
のため）

内
容

入園料おとな2名様分＋
中・高校生2名様分


