
更新日：2021年1月26日

NO． 都道府県 地区 施設名 プラン内容 ご利用可能人数 新型コロナウイルス感染防止対策におけるご案内変更点など 施設電話番号

1 北海道 摩周温泉 渡辺体験牧場 酪農体験おとな2名様分 2名 冬季休業中 015-482-5184

2 北海道 上富良野 フラワーランドかみふらの 安らぎ枕作り体験2名様分＋ポストカード2名様分 2名 冬季休業中 0167-45-9480

3 北海道 札幌 JRタワー展望室タワー・スリーエイト 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 2名 営業時間は当面の間10：00～21：00 （最終入場 20:30）とさせていただきます。 011-209-5500

4 北海道 新得 サホロリゾート　ベア・マウンテン 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 1名 冬季休業中 0156-64-7007

5 北海道 小樽 オルゴール堂® 海鳴楼 オリジナルオルゴール作り体験2名様分 2名 大きな変更点はございません 0134-23-6505

6 北海道 苫小牧 ノーザンホースパーク 入園料おとな2名様分+観光ひき馬2名様分 2名 事前予約が必要となります。詳細は現地へ直接お問合せください。 0144-58-2116

7 北海道 登別 登別マリンパークニクス 入館料おとな1名様分+利用券500円分 1名 大きな変更点はございません 0143-83-3800

8 青森 青森 青函連絡船 メモリアルシップ八甲田丸
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）
例／大人5名＋中人1名＋小人2名 大きな変更点はございません 017-735-8150

9 岩手 江刺 歴史公園えさし藤原の郷 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 2名 大きな変更点はございません 0197-35-7791

10 秋田 男鹿半島（戸賀） 男鹿水族館GAO 入館料おとな2名様分+500円分の館内利用券 2名 営業時間 9：00～16：00 (平日)／9：00～17：00(土休日) ※最終入館はいずれも閉館の1時間前となります。 0185-32-2221

11 宮城 仙台 仙台八木山ベニーランド おとな1名様分(入園料+乗り物券2,200円分) 1名 大きな変更点はございません 022-229-1603

12 宮城 仙台 大江戸温泉物語 仙台コロナの湯 入場料4名様分 4名 大きな変更点はございません 022-786-1426

13 宮城 仙台 仙台うみの杜水族館 入館料おとな1名様分＋小学生1名分 おとな1名＋小学生1名 大きな変更点はございません 022-355-2222

14 宮城 塩釜 武田の笹かまぼこ 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） 2名 大きな変更点はございません 022-366-3355

15 山形 上山 木村観光果樹園 果物狩り2名様分 2名 大きな変更点はございません 023-674-2831

16 山形 鶴岡市 鶴岡市立加茂水族館 入館料おとな3名様分 3名 大きな変更点はございません 0235-33-3036

17 福島 二本松市 東北サファリパーク 入場料おとな1名様分+500円相当の草食動物用エサ1袋 1名
営業時間：平日 9：00～16：30（最終入場1時間前）
土日祝日 9：00～17：00

0243-24-2336

18 福島 いわき湯本 スパリゾートハワイアンズ 一日入場料おとな1名様分 1名 営業時間 平日10：00～21：00／土日祝日 10：00～22：00 0570-550-550

19 茨城 石岡市 ダチョウ王国石岡ファーム 入場料おとな2名様分+1,200円分の売店利用券 2名 大きな変更点はございません 0299-23-2245

20 茨城 つくば つくばわんわんランド 入館料おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 029-866-1001

21 栃木 那須温泉 那須りんどう湖レイクビュー 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 おとな2名またはおとな2名
＋こども2名 大きな変更点はございません 0287-76-3111

22 栃木 那須 ホテルエピナール那須 入浴＋ジャージー牛乳  おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 0287-78-6000

23 栃木 鬼怒川温泉 東武ワールドスクウェア 入園料おとな1名様分+1,000円分のミールクーポン 1名 大きな変更点はございません 0288-77-1000

24 群馬 富岡 群馬サファリパーク 入園料おとな1名様分+こども1名様分 おとな1名＋こども1名 大きな変更点はございません 0274-64-2111

25 群馬 みなかみ町 田舎体験　畊雲臺 そばうち体験と揚げたての天ぷら　おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 0278-64-1024

26 群馬 みなかみ町 月夜野びーどろパーク 美術館入館とサンドブラスト体験　おとな2名様分 2名 営業時間 10：00～17：00（工場見学 15：30迄） 0278-62-2211

27 群馬 安中 碓氷峠鉄道文化むら 入園料＋あぷとくん乗車券＋ミニSL乗車券　おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 027-380-4163

28 群馬 高山村 ロックハート城 入園料おとな2名様分+お買い物・お食事券1,000円分 2名 大きな変更点はございません 0279-63-2101

29 埼玉 所沢市 西武園ゆうえんち 入園料+フリーチケット1名様分 1名 一部休園日がございます。「西武園ゆうえんち」ホームページにてご確認ください。 04-2922-1371

30 千葉 鹿野山 マザー牧場 入場料おとな2名様分 2名 一部施設・イベント中止あり 0439-37-3211

31 千葉 君津 ロマンの森共和国 入園料＋1DAYパスポート　おとな1名様分 1名 大きな変更点はございません 0439-38-2211

32 千葉 九十九里 スパ＆リゾート九十九里 太陽の里 入館料おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 0475-32-5550

33 千葉 成田 成田ゆめ牧場 入園料おとな2名様分+1,200円分の遊戯施設利用券 2名 大きな変更点はございません 0476-96-1001

34 千葉 新浦安 大江戸温泉物語 浦安万華郷 入館料おとな2名様分(タオル使用料・入湯税含) 2名 営業時間 11：00～23：00　※最終入館時刻 22：00 047-304-4126

35 千葉 野田 清水公園 フィールドアスレチック 入園料おとな2名様分+小学生1名様分 おとな2名＋小学生1名 フィールドアスレチックは事前予約が必要となります。詳細は現地へ直接ご確認ください。 04-7125-3030
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36 東京 浅草 浅草花やしき 入園料おとな2名様分+乗り物3回券2セット 2名 大きな変更点はございません 03-3842-8780

37 東京 浅草 浅草ROXまつり湯 入館料おとな1名様分 1名 大きな変更点はございません 　03-3836-7878

38 東京 葛飾 葛飾柴又寅さん記念館 入館料おとな2名様分+「高木屋老舗」草団子とお土産付き 2名 入館票のご記入をいただいております。 03-3657-3455

39 東京 お台場 東京お台場 大江戸温泉物語 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) 1名 営業時間 11：00～24：00 （最終入場 23：00） 03-5500-1126

40 東京 お台場 東京ジョイポリス デイパスポート1名様分 1名 20：00にて閉店となる日がございます。 03-5500-1801

41 東京 お台場 レゴランド®・ディスカバリー・センター東京 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） 2名  営業時間 10：00～16：00 0800-100-5346

42 東京 お台場 マダム・タッソー東京 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） 2名  営業時間 10：00～16：00 0800-100-5346

43 東京 水道橋 東京ドームシティ 「得10（とくてん）チケット」1冊(10ポイント付き) 1名～ 大きな変更点はございません 03-5800-9999

44 東京 池袋 SKY CIRCUS サンシャイン60展望台 入場料おとな2名様分+こども（小・中学生）1名様分 おとな2名＋こども（小・中学生）1名
当分の間、営業時間が10：00～20：00に変更となります。（入場は19：30まで）
なお展望台VRコンテンツ(2種)は2021年2月1日(月)より当面の間、土日祝日のみの運行となります。

03-3989-3457

45 東京 品川 マクセル アクアパーク品川 入場料おとな1名様分+ワンドリンク 1名
当分の間、営業時間が平日、土曜・日曜・祝日ともに10：00～18：30に変更となります。（入場は18：00まで）
また、入場整理券のご予約が必要となります。詳細は現地へ直接お問合せください。

03-5421-1111

46 東京 品川 しながわ水族館 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 おとな2名＋小中学生1名
または幼児1名 大きな変更点はございません 03-3762-3443

47 神奈川 みなとみらい Orbi Yokohama（オービィ横浜） 1日パスポート大人（18歳以上）2名様分 大人（18歳以上）2名 プラン設定終了につき、ご利用いただけません。 -

48 神奈川 横浜 ヨコハマおもしろ水族館 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 おとな（中学生以上）2名
＋こども（4歳以上）1名 営業時間 10：00～18:00 (最終入館17:30) 045-222-3211

49 神奈川 横浜 横浜・八景島シーパラダイス
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)
1名

当面の間、営業時間の短縮および一部イベント・プログラムの中止や人数制限の強化等がございます。
詳しくは、施設ホームページをご確認ください。

045-788-8888

50 神奈川 横浜 新横浜ラーメン博物館 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 2名 プラン設定終了につき、ご利用いただけません。 045-471-0503

51 神奈川 横浜 横浜みなとみらい 万葉倶楽部 入館料　おとな１名様分+１ドリンク(セルフドリンク) 1名 大きな変更点はございません 0570-07-4126

52 神奈川 横浜 横浜大世界 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 2名 営業時間：10:00～18：00 045-681-5588

53 神奈川 箱根 箱根ガラスの森美術館 入館料おとな2名様分＋ポストカード 2名 大きな変更点はございません 0460-86-3111

54 神奈川 箱根小涌谷 箱根小涌園ユネッサン 水着エリア入場料1名様分 1名
毎週火・水・木曜日は臨時休業となります。
また、各施設における営業時間の変更がございますので、詳細は施設ホームページをご確認くださいませ。

0460-82-4126

55 神奈川 元箱根 箱根・芦ノ湖 成川美術館 入場料おとな2名様分+オリジナル色紙1枚プレゼント 2名 大きな変更点はございません 0460-83-6828

56 神奈川 元箱根 箱根園水族館 入場料＋1ドリンク おとな2名様分 2名 プラン設定終了につき、ご利用いただけません。 0460-83-1151

57 山梨 河口湖 河口湖クラフトパーク とんぼ玉体験 おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 0555-20-4123

58 山梨 河口湖 河口湖オルゴールの森 入場料おとな2名様分+ちょっぴりプレゼント2名様分 2名 営業時間：9:30～16:30（最終入館15:30） 0555-20-4111

59 山梨 昇仙峡 さわらび 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 1名 大きな変更点はございません 055-251-8181

60 新潟 阿賀野 サントピアワールド 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) 2名 大きな変更点はございません 0250-68-3450

61 長野 白樺湖 白樺リゾート池の平ファミリ―ランド 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 1名 一部施設・イベント中止・変更あり 0266-68-2100

62 長野 塩尻市 チロルの森 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 おとな（中学生以上）2名
＋こども（4歳以上）1名 プラン設定終了につき、ご利用いただけません。 -

63 静岡 沼津 沼津港深海水族館 シーラカンス・ミュージアム 入場料おとな2名様分 2名 営業時間が10:00～17：30（最終入館17：00）に変更となっているお日にちがございます。 055-954-0606

64 静岡 伊豆韮山 蔵屋鳴沢 お茶摘み体験おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 055-949-1208

65 静岡 初島 PICA初島（旧：初島アイランドリゾート） 入場料おとな2名様分+1,000円分のお食事券 2名 大きな変更点はございません 0557-67-2151

66 静岡 熱川温泉 熱川バナナワニ園 入園料 おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 0557-23-1105

67 静岡 下田 下田海中水族館 入館料おとな2名様分 2名 営業時間　9：30～16：30 0558-22-3567

68 静岡 浜名湖 浜名湖遊覧船 舘山寺周遊航路おとな3名様分 3名 大きな変更点はございません 053-487-0228

69 愛知 名古屋 リニア・鉄道館 入館料おとな2名様分+音声ガイド2台 2名 大きな変更点はございません 052-389-6100

70 愛知 名古屋 名古屋港水族館 入館料おとな1名様分+オリジナルグッズ 1名 大きな変更点はございません 052-654-7080

71 愛知 明治村 博物館明治村 入村料おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 0568-67-0314

72 愛知 犬山 日本モンキーパーク 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） 3名 一部施設予約・中止あり 0568-61-0870

73 愛知 蒲郡 ラグーナテンボス 「ラグナシア」「ラグーナの湯」 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 1名 大きな変更点はございません 0570-097117

74 愛知 美浜町 南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国 入園料2名様分 2名 大きな変更点はございません 0569-87-2000



75 岐阜 各務原 世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ おとな1回券(2名様分)+オリジナルグッズ 2名 大きな変更点はございません 0586-89-8200

76 岐阜 中津川 クアリゾート湯舟沢 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) 2名 大きな変更点はございません 0573-69-5000

77 富山 宇奈月温泉 延対寺荘 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） 2名 大きな変更点はございません 0765-62-1234

78 石川 加賀 九谷満月 絵付け体験 おとな2名様分 2名 営業時間　9：00～16：00 (受付締切　15：30） 0761-77-2121

79 石川 加賀温泉(粟津) 加賀 伝統工芸村 ゆのくにの森 入場料おとな2名様分＋1,100円×2名様分の村内利用券 2名 大きな変更点はございません 0761-65-3456

80 福井 三国 越前松島水族館 入館料おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 0776-81-2700

81 滋賀 甲賀 信楽陶苑 たぬき村 陶芸体験おとな2名様分 2名 営業時間　10：00～17：00 0748-83-0126

82 滋賀 おごと温泉 スパリゾート雄琴あがりゃんせ 入館料おとな2名様分 2名 営業時間　10：00～22：00（最終受付21：00） 077-577-3715

83 京都 太秦 東映太秦映画村 入村券おとな1名様分、アトラクション券(1館分)付き 1名 営業時間　10：00～17：00（入村締切16:00） 075-864-7716

84 京都 南禅寺 八つ橋庵しゃなり 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 2名 営業時間　9：00～17:00（体験 9：00～16：00）／休館日：毎週月曜日、12/23～31 075-754-0611

85 京都 西京極 八つ橋庵かけはし 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 2名 大きな変更点はございません 075-316-0415

86 京都 京都 京都水族館 入場料おとな1名様分＋こども（小・中学生）1名様分 おとな1名＋こども（小・中学生）1名 混雑状況により整理券を配布のうえ、ご入場いただく場合がございます。 075-354-3130

87 奈良 奈良 ゆららの湯 奈良店 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 2名 23：30最終入館／0：00閉館となります。 0742-30-1126

88 大阪 天保山 海遊館 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 1名 15分ごとに入場制限あり。閉館時間が早まる場合がございます。 06-6576-5533

89 大阪 堺 大阪府立大型児童館ビッグバン 入館料おとな2名様分+こども（小・中学生）1名様分 おとな2名＋こども（小・中学生）1名 メンテナンスによる休業日（2～3週間程度）が9月および1月の平日にございます。 072-294-0999

90 大阪 大阪 大阪水上バス 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 2名
「アクアライナー 大阪城・中之島巡りは、当面の間コースを大幅に変更した「限定ショートコース」にて運航中。
運航日はHPにてご確認ください。

06-6942-5511

91 大阪 天王寺 ハルカス300（展望台） 入場料おとな2名様分＋こども（小学生以下）2名様分 おとな2名＋こども（小学生以下）2名 大きな変更点はございません 06-6621-0300

92 大阪 天王寺 スパワールド世界の大温泉 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 2名 一部休止施設がございます。 06-6631-0001

93 大阪 吹田 ニフレル 入館券おとな1名様分+こども1名様分 おとな1名＋こども1名
営業時間　平日10：00～18：00／土曜・日曜9：30～19：00（最終入館　閉館の1時間前)
「入館日時指定券」が事前に必要となりますので、詳細は施設に直接お問合せください。

 0570-022060(ナビダイヤル)

94 兵庫 日和山 城崎マリンワールド 入館料おとな1名様分 1名 営業時間 9：30～16：30（最終入場16：00） 0796-28-2300

95 兵庫 神戸 神戸船の旅 コンチェルト 「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 1名 大きな変更点はございません 078-360-5603

96 兵庫 宝塚 宝塚市立 手塚治虫記念館 入館料おとな4名様分 4名 大きな変更点はございません 0797-81-2970

97 兵庫 淡路 淡路ワールドパークONOKORO 入場料おとな2名様分+こども1名様分 おとな2名+こども1名 大きな変更点はございません 0799-62-1192

98 鳥取 大山 植田正治写真美術館 入館料一般2名様分+高校・大学生2名様分 一般2名＋高校・大学生2名 大きな変更点はございません 0859-39-8000

99 島根 松江 松江フォーゲルパーク 入園料 おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 0852-88-9800

100 岡山 蒜山高原 ヒルゼン高原センター・ジョイフルパーク 遊園地フリーパス券おとな1名様分 1名 大きな変更点はございません 0867-66-3600

101 岡山 玉野市 遊びの創造ランド おもちゃ王国 入園料おとな2名様分+こども2名様分 おとな2名＋こども2名 冬季休業中 0863-71-4488

102 岡山 岡山 池田動物園 入園料おとな2名様分+1,000円分の園内利用券 2名 イベントの当面延期・中止 086-252-2131

103 広島 宮島 宮島水族館 入館料おとな2名様分 2名 館内でのイベントを一部中止 0829-44-2010

104 広島 廿日市 ウッドワン美術館 広島 入館料おとな2名様分 2名 整理券の配布を行います。詳細は施設ホームページにてご確認ください。 0829-40-3001

105 山口 萩 萩焼会館 萩焼絵付け体験2名様分（湯呑（大）） 2名 大きな変更点はございません 0838-25-9545

106 山口 下松市 くだまつ健康パーク 入場料おとな1名様分＋小学生1名様分 おとな1名＋小学生1名 営業時間 10：00-22：00に変更となっております（プールは完全予約制となります） 0833-41-2600

107 山口 下関 下関市立しものせき水族館「海響館」
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）
おとな1名+こども（小・中学生）1名
または幼児2名 プラン設定終了につき、ご利用いただけません。 -

108 香川 綾歌町 レオマリゾート フリーパスおとな1名様分(入園料+乗り物) 1名 大きな変更点はございません 0877-86-1071

109 香川 宇多津 プレイパークゴールドタワー パークパス2名様分 2名 大きな変更点はございません 0877-49-7070

110 愛媛 砥部 砥部焼 陶芸館 絵付け体験（茶碗） おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 089-962-3900

111 高知 桂浜 桂浜水族館 入館料おとな2名様分+ポストカード2枚 2名 大きな変更点はございません 088-841-2437

112 福岡 福岡 博多の食と文化の博物館 ハクハク My明太子手作り体験おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 092-621-8989

113 佐賀 唐津 マリンパル呼子 七ツ釜遊覧船イカ丸コース　おとな・こども各1名様分 おとな1名+こども1名 大きな変更点はございません 0955-82-3001



114 熊本 阿蘇駅前 阿蘇カドリー・ドミニオン 入園券おとな1名様分＋オリジナルグッズ おとな1名 大きな変更点はございません 0967-34-2020

115 熊本 南阿蘇 阿蘇お猿の里 猿まわし劇場 入場料おとな3名様分 3名 営業時間 9：00-17：00 0967-35-1341

116 大分 別府 大分香りの博物館 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〉） 1名 大きな変更点はございません 0977-27-7272

117 宮崎 綾 綾・国際クラフトの城 入場料＋陶芸体験（湯呑〈手びねり〉）おとな2名様分 2名 営業時間 9：00～17：00（1～3月、10～12月）／9：00～17：30（４～９月） 0985-77-1223

118 鹿児島 鹿児島 いおワールド かごしま水族館 入場料おとな2名様分 2名 大きな変更点はございません 099-226-2233

119 沖縄 南城市 おきなわワールド 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 おとな2名またはおとな1名+こども2名 臨時休業日がございます。詳しくは施設ホームページにてご確認ください。 098-949-7421

120 沖縄 今帰仁村 古宇利オーシャンタワー 入園料おとな2名様分＋中・高校生2名様分 おとな2名＋中・高校生2名 大きな変更点はございません 0980-56-1616

121 沖縄 石垣島 石垣島鍾乳洞 入洞料おとな2名様分+八重山そば単品2名様分付 2名 当面の間休業 0980-83-1550

【ご案内】

各施設における新型コロナウイルスの感染防止対策により、臨時休業等が発生する場合がございます。

お客様ご自身におきまして、ご利用の際に各施設へ営業状況のご確認をお願いいたします。


