
施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

横須賀美術館 大人券

Tel：046(845)1211

横須賀市健康増進センター すこやかん １回券　　　　　     　　230円 大人券

Tel：046(822)4411 １回券　　　　　　       　70円 小人券

横須賀市総合体育会館 大人(市内） なし

大人(市外） 300円

（温水プール・トレーニング室） 4歳～中学生（市外） なし

4歳～中学生（市外） 100円

大人(市内） なし

Tel：046(826)2800 大人(市外） 20円

4歳～中学生（市内）

4歳～中学生（市外）

横須賀市北体育会館 温水プール なし

300円

なし

Tel：046(865)9333 100円

横須賀市南体育会館くりはま花の国プール 大人(市内） なし

大人(市外） 300円

（温水プール・トレーニング室） 4歳～中学生（市外） なし

4歳～中学生（市外） 100円

大人(市内） なし

Tel：046(835)7754 大人(市外） 20円

4歳～中学生（市内）

4歳～中学生（市外）

横須賀市佐島の丘温水プール 市内 なし

市外 300円

市内 なし

Tel：046(855)0911 市外 100円

逗子文化プラザ市民交流センター 市内

（屋内温水プール） 市内（65才以上）

Tel：046(872)3001 市外 100円

市内 なし

市外 100円

大人券

小人券

大人券

小人券

京浜急行線「京急久里浜駅」からフェリー行又は野比行バ
スで「大浜」下車、徒歩7分

ピンク

プール　9：30～21：00
トレーニング室　9：00～21：00
休館・1月、4月、7月、10月の第3月曜日と火曜日及び12/29～1/3
小人のトレーニング室利用は利用器具の制限あり

なし

大人券

小人券

大人券

小人券

プール

トレーニング

・横須賀市

大人

高校生・大学生・65才以上

プール

トレーニング

なし

大人券

京浜急行線「追浜駅」下車、徒歩15分

大人(市内）

ピンク
9：30～21：00
休館・1月、4月、7月、10月の第3月曜日と火曜日及び12/29～1/3

4歳～中学生（市外）

京浜急行線「横須賀中央駅」から湘南佐島なぎさの丘バス
で「湘南佐島なぎさの丘バス停」下車、徒歩約5分

ピンク
9：30～21：00
休館・1月、4月、7月、10月の第3月曜日と火曜日及び12/29～1/3

大人券

小人券

大人

4歳～中学生

湘南方面

京浜急行線「横須賀中央駅」から衣笠・三崎方面行バスで
「不入斗橋」下車、徒歩5分

ピンク

プール　9：30～21：00
トレーニング室　9：00～21：00
休館・1月、4月、7月、10月の第3月曜日と火曜日及び12/29～1/3
小人のトレーニング室利用は利用器具の制限あり

京浜急行線「浦賀駅」から京急バス「観音崎」行終点下車、
徒歩5分
京浜急行線「馬堀海岸駅」から京急バス観音崎行「観音崎
京急ホテル・横須賀美術館前」下車、徒歩2分

なし
企画展は別途負担あり

イエロー

(中学生以下無料）
中人券

10：00～18：00
休館・毎月第1月曜日（祝日の場合は開館）、12/29～1/3
常設展料金のみ助成券対象
企画展料金は組合員証提示で2割引

京浜急行線「逸見駅」または横須賀線「横須賀駅」下車、徒
歩5分

大人

中学生以下

ピンク

9：30～21：30
休館・年末年始
初回利用時のみ登録カード作成
中学生以下のトレーニング室利用不可

区分 適用券

・逗子市

京浜急行線「逗子・葉山駅」下車、徒歩2分  　　　　　横須賀
線「逗子駅」下車、徒歩5分

大人

ピンク

大人券 9：00～20：30
※日曜日は9：00～17：30
休館・第1・3火曜日、年末年始
小学生未満は無料（要保護者）

小・中学生 小人券

なし

小坪飯島公園プール
JR「逗子駅」又は京浜急行線「逗子・葉山駅」から、京浜急
行バス「鎌 40JR鎌倉駅行き」に乗り、「リビエラ逗子マリー
ナ前」下車、徒歩4分

大人
なし ブルー

7/16～8/31
8：30～17：30

小・中学生

逗子市第一運動公園水泳プール
横須賀線「逗子駅」下車、徒歩12分又は京浜急行
「神武寺駅」下車、徒歩12分

大人
なし ブルー

7/16～8/31
8：30～17：30

小人券

大人券

小人券

大人(市外）

4歳～中学生（市外）

大人券

小人券

小・中学生



施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

みうらレンタサイクル 　　１日　　　1,100円

Tel：046(888)0588 　　３時間　　 400円

　　１日　　　1,600円

　　３時間　　 600円

葉山しおさい公園

Tel：046(876)1140

400円 大人券

200円 小人券

鎌倉国宝館 大人券

 Tel：0467(22)0753 小人券

鎌倉市鏑木清方記念美術館 大人券

Tel：0467(23)6405 小人券

鎌倉歴史文化交流館 大人券

Tel：0467(73)8501 小人券

こもれび山崎温水プール 大人

（温水プール・トレーニング室） 高齢者（65才以上）

Tel：0467(46)0505 中学生以下 小人券

大人

高齢者（65才以上）

障がい者

大人 300円

高齢者（65才以上） 100円

障がい者 なし

市内 なし

市外 100円

800円 大人券

500円 小人券

大人券

小人券

700円～ 大人券

500円～ 小人券

トレーニング

なし

共通券

モノレール「富士見町駅」下車、徒歩6分 ピンク

プール
大人券

大人券

大人券

平日・土曜日  9：00～22：00
日祭日  9：00～18：00
休館・毎週火曜日、6月メンテナンス、年末年始

中学生以下のトレーニング室利用不可
トレーニング室利用は初回時に講習会受講
高齢者は証明書、障がい者は障がい者手帳を提示
共通券とは、プール及びトレーニング室利用

鎌倉海岸  材木座海水浴場 横須賀線「鎌倉駅」からバスで「材木座海岸」下車、徒歩1分
大人

ブルー
7/1～8/31
9：00～17：00

3才～小学生

鎌倉海浜公園水泳プール

葉山森戸海岸  丸三
横須賀線「逗子駅」から葉山行バス（海岸廻り）で「森戸海
岸」下車、徒歩2分

大人
ブルー

3才～小学生

・三浦市

大人券

大人券

小人券

・葉山町

8：30～17：00（入園は16：30まで）
休園・毎週月曜日（祝日の場合は開園）、祝日の翌日及び12/28～1/3

【貸出・返却】
①三崎口駅ポート②うらりポート③三浦海岸駅ポート④油壺ポート⑤城ヶ
島ポート（⑤は返却のみ）
※貸出と別のポートに返却する場合、１台につき別途乗捨料金500円を
自己負担
※3時間利用：3時間を超えた場合は、1時間につき300円を自己負担
利用条件：おおむね身長133㎝以上
営業時間・定休日はポート・季節により異なる
詳細は施設HP参照

開設期間等は施設にお問合せ下さい。
8：00～18：00（花火大会の日は16時まで）

イエロー大人

・鎌倉市

JR横須賀線・江ノ電「鎌倉駅」下車、徒歩12分
大人 なし

特別展は別途負担
イエロー

9:00～16:30（入館は16:00まで）
休館・月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、その他展示替、館内整備
の為の臨時休館あり小・中学生

大人
ブルー

※参考料金（令和４年度）
開設期間等は施設にお問合せ下さい。

高校生以下

ブルー

7/1～9/7
9：00～17：00（入場は16：30まで）
小学校の授業で使用する日は半日休場
その他一般利用不可日あり

JR横須賀線・江ノ電「鎌倉駅」下車、小町通りを北に徒歩7
分

大人
なし イエロー

9:00～17:00（入館は16:30まで）
休館・月曜日（祝日の場合は開館し、翌平日を休館）、年末年始、展示替
期間など小・中学生

JR横須賀線･江ノ電「鎌倉駅」西口より徒歩7分
大人

なし イエロー
10:00～16:00（入館は15:30まで）
休館・日曜日、祝日、年末年始、展示替期間など小・中学生

適用券

鎌倉海岸  中央海水浴場 横須賀線「鎌倉駅」下車、徒歩15分
大人

なし ブルー
※参考料金（令和４年度）
開設期間等は施設にお問合せ下さい。

小学生

鎌倉海岸  由比ヶ浜海水浴場 横須賀線「鎌倉駅」下車、徒歩15分

大人

小・中学生

横須賀線「逗子駅」、京浜急行線「逗子・葉山駅」からバスで
海岸廻り葉山行「一色海岸」しおさい公園前下車、徒歩1分
又は山手廻り長井方面行「葉山」下車、徒歩3分

なし イエロー

【三崎口駅ポート】
京浜急行線「三崎口駅」下車、三崎口駅前観光案内所内
他4か所貸出・返却場所有、詳細は施設HPをご参照くださ
い。

江ノ電「長谷駅」下車、徒歩10分

小・中学生

大人

なし

大人券

小人券

ヤマハ電動アシスト自転車

チャイルドシート付き

区分



施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

藤沢市湘南台文化センター・こども館 大人券

Tel：0466(45)1500 小人券

新江ノ島水族館 1,750円 大人券

Tel：0466(29)9960 1,030円 中人券

780円 小人券

520円 幼児券

江の島展望灯台セット

Tel：0466(23)2444

藤沢市　江の島岩屋 大人券

Tel：0466(22)4141 小人券

藤沢市 秋葉台公園プール（屋内・屋外） 大人券

Tel：0466(88)1811 小人券

350円 大人券

20円 中人券

なし 小人券

400円 大人券

200円 小人券

・藤沢市

小田急江ノ島線・相鉄いずみ野線・横浜市営地下鉄
「湘南台駅」下車、徒歩5分

大人

なし イエロー
9:00～17:00（入館は16:30まで）
休館・毎週月曜日（8月及び祝日の場合を除く）、祝日の翌日（8月及び土
日の場合を除く）年末年始、その他臨時休館日有

小・中学生

小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」下車、徒歩3分 イエロー

大人

高校生
9:00～17:00
但し12月～2月  10:00～17:00
※春の大型連休・夏休み・年末年始・イベントにより変更あり
年中無休（臨時休館あり）

区分 適用券

9：30～20：00
海の日含む三連休及び夏休み期間中の土日祝は8：30より営業
休館・火曜日（休日の場合は翌日）、休日の翌日（土・日曜及び休日の場
合は開館）及び 12/28～1/4
焼却炉休炉日は臨時休館

屋内9：30～20：00
休館・月曜日（休日の場合は翌日）7・8月は第1・3月曜のみ、休日の翌日
（土・日曜及び休日の場合は開館）及び12/28～1/4
屋外9：30～17：00  開設期間・7/1～9月第2日曜日（ただし9月第1日曜以
降の平日は休館）
※上記期間中の土・日・休日は9：30～18：00

屋内9：30～20：00
休館・月曜日（休日の場合は翌日）、休日の翌日（土・日曜及び休日の場
合は開館）及び12/28～1/4
屋外9：30～17：00  開設期間・7/1～9月第2日曜日（ただし9月第1日曜以
降の平日は休館）
※上記期間中の土・日・休日は9：30～18：00

大人券

小人券

藤沢市 八部公園プール（屋内・屋外）

Tel：0466(36)1607 小・中学生

小・中学生

3才～6才

小・中学生

なし ピンク

大人券

小人券

9：00～16：00（季節により閉館時間の変動あり）
年中無休（荒天時閉鎖等あり）

小・中学生

小田急江ノ島線「湘南台駅」から文化体育館行バスで終点
下車、又は慶応大学行バスで「遠藤」下車、徒歩5分

大人

なし ピンク

大人

イエロー

藤沢市石名坂温水プール

大人

ブルー

Tel：0466(82)5131

（江の島エスカー、江の島サムエル・コッキング苑、
江の島シーキャンドル）

小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」下車、徒歩30分

大人

なし イエロー

小人券50円小学生

小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」下車、徒歩20分
平日　9:00～20:00
土日祝　9:00～20:00
※受付はエスカー1区窓口（18：45まで）

大人券200円

神奈川県立辻堂海浜公園ジャンボプール
7/8～9/10
9：00～18：00
天候により休業する場合あり

小学生以下

小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」下車、徒歩10分

大人

片瀬東浜海岸  海の家笹岡亭
小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」又は江ノ電「江ノ島駅」下
車、徒歩10分

大人

ブルー
7/1～8/31
8：00～17：00

3才～小学生

東海道線「辻堂駅」南口から湘洋中学校経由鵠沼車庫前行
バスで「辻堂海浜公園前」下車、又は高砂・辻堂西海岸経
由辻堂団地行バスで「辻堂海岸公園入口」下車

中学生

小田急江ノ島線「藤沢本町駅」下車、徒歩10分

大人

小・中学生

なし ピンク



施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

茅ヶ崎市美術館

Tel：0467(88)1177

茅ヶ崎市総合体育館（トレーニング室）

 Tel：0467(82）7175

茅ヶ崎市屋内温水プール 大人

（温水プール・トレーニング室） 65才以上

Tel：0467(81)1144 小・中学生 小人券

トレーニング室 大人 大人券

大人券

小人券

大人券

小人券

700円 大人券

400円 小人券

平塚市美術館 大人券

Tel：0463(35)2111

トッケイセキュリティ平塚総合体育館温水プール 大人券

Tel：0463(35)2233 小人券

大人券

小人券

小田原城天守閣・常盤木門 50円 大人券

小田原城NINJA館 大人券

Tel：0465(22)3818 小人券

神奈川県立生命の星・地球博物館 20円 大人券

Tel：0465(21)1515 中人券

小田原アリーナ  （トレーニング室）

Tel：0465(38)1144

大人券

小人券

東海道線・小田急線「小田原駅」下車、徒歩10分
大人

イエロー
9:00～17:00
休館・12/31、1/1

小・中学生
なし

9：00～20：45
休館・第2月曜日
中学生以下のトレーニング室利用不可
トレーニング室の利用は事前に講習会の受講が必要

大人
なし ブルー

大人

大人
ブルー

大学生

（高校生以下無料）

7/1～8/31
9：00～17：00
天候等により休業する場合あり

7/1～8/31
9：00～17：00
天候等により休業する場合あり

ブルー
7/15～8/31
9：00～17：00

4才～13歳未満の者及び中学生

Tel：0465(22)3818 小・中学生

御幸の浜プール
東海道線「小田原駅」から箱根方面行バスで「御幸の浜」下
車、徒歩3分

大人

小人券

ピンク

9：30～20：30（入館は20時まで）
休館・毎週月曜日（祝日の場合は翌日）及び
12/28～1/4
夏休み期間の月曜日は営業
冬季換水清掃期間は休業小・中学生

大人
開設期間未定

小・中学生
なし ブルー

なし

20才未満及び学生

なし高校生

大人 なし

9：00～16：30（入館は16：00まで）
休館・毎週月曜日（祝日又は休日の場合は開館・7/12～8/31は開館）、
祝日の翌日（土・日・祝を除く）、館内整備日（毎月第2火曜日、休館日に
あたる場合は翌平日）及び6/13～6/18、12/28～1/4、他臨時休館あり

茅ヶ崎市営 浜須賀水泳プール
東海道線「辻堂駅」南口から平和学園行バスで「浜須賀」下
車

東海道線「茅ヶ崎駅」北口下車、徒歩10分 大人 なし ピンク

小・中学生

東海道線「茅ヶ崎駅」北口から下河原経由寒川駅南口行又
は、山伏塚経由寒川駅南口行バスで「西の谷」下車、徒歩
10分

プール
なし ピンク

ピンク 大人券
9：00～21：30
休館・第4月曜日（祝日の場合はその翌日）及び12/28～1/3
中学生以下の利用不可

65才以上

大人 大人券

中人券

小人券

・小田原市

東海道線・小田急線「小田原駅」下車、徒歩10分

大人

イエロー

※共通入場券
9:00～17:00
休館・12/31及び1/1
天守閣のみ12月第2水曜日

箱根登山鉄道「入生田駅」下車、徒歩3分

大人（学生を除く）

イエロー

小田急線「富水駅」・「螢田駅」下車、徒歩15分

大人券

8：30～21：15（利用時間は9：00～21：00）
休館・第2月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始
中学生以下の利用不可
利用は事前に講習会の受講が必要

・茅ヶ崎市

東海道線「茅ヶ崎駅」下車、徒歩8分
なし

企画展は別途負担
イエロー

10:00～17:00（入館は16：30まで）
休館・月曜日（祝日の場合は開館し、翌平日が休館）、祝日の翌日（翌日
が休日の場合は、最初の平日）、12/29～1/3、その他臨時休館あり

平塚市営湘南海岸公園プール

なし
企画展は別途負担

イエロー

東海道線「平塚駅」南口から南口循環線バスで「湘南海岸
公園」下車

なし ブルー

小学生
茅ヶ崎海岸  サザンビーチちがさき海の家 東海道線「茅ヶ崎駅」から徒歩18分

東海道線「平塚駅」北口下車、徒歩20分又は神奈中バス・4
番乗り場から「美術館入口」下車、徒歩1分、又は「コン
フォール平塚前」下車、徒歩5分

大人

・平塚市

東海道線「茅ヶ崎駅」北口から文教大学行又は湘南
ライフタウン行又は湘南台駅行バスで「殿山公園前」下車、
徒歩5分

茅ヶ崎市営 殿山水泳プール
小・中学生

9：30～17：00
休館・月曜日、年末年始
（月曜日が祝日の時は開館、翌日休館）
中人は要学生証（中校生以下無料）

東海道線「平塚駅」北口から7番線のバスで「共済病院・総
合公園西」下車

大人

なし

高・大学生
中人券

7/1～8/31
8：00～18：00

区分 適用券

大人券

なし



施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

大人券

中人券

小人券

旧吉田茂邸（大磯町郷土資料館別館） 10円 大人券

Tel：0463(61)4777 なし 中人券

大人券

小人券

2,700円 大人券

1,600円 中人券

1,400円

600円

500円 大人券

300円 小人券

二宮町ふたみ記念館

Tel：0463(70)3210

二宮町民温水プール 大人券

 Tel：0463(72)6030 小人券

二宮町立体育館トレーニング室

Tel：0463(71)9981

大人券

小人券

・大磯町

東海道線「大磯駅」下車、徒歩約30分又は二宮駅行・湘南
大磯住宅行バスで「城山公園前」下車、徒歩5分

大人
イエロー

中・高校生

9：00～16：30（入館は16：00まで）
休館・毎週月曜日（祝日又は休日の場合は開館、翌日休館）、毎月1日、
12/29～1/4

JR相模線「宮山駅」下車、徒歩15分

大人

イエロー

7/1～8/31
9：00～16：30
無休（荒天時は臨時休館する場合あり）
小学生未満は無料
障がい者は介助者1名まで減免小学生

中・高校生

・寒川町

HAYASHIウォーターパークさむかわ

なし ピンク

高校生以上

3才～中学生

二宮町営山西プール
東海道線「二宮駅」北口下車、徒歩20分又は「二宮駅」南口
よりバス「釜野橋」下車、徒歩8分

大人
なし ブルー

東海道線「二宮駅」南口から国府津行バスで「山西」下車 高校生以上

東海道線「二宮駅」北口から緑が丘行バスで「温水プール
前」下車

なし

3才～中学生

・二宮町

中・高校生

小学生・シニア（65才以上）
小人券

3才～6才

大磯北浜海岸  海の家黒浅 東海道線「大磯駅」から徒歩8分
大人

ブルー
3才～小学生

なし

区分 適用券

大人券

9：00～21：00
休館・毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日、 12/29～
1/3、その他臨時休館あり
中学生以下のトレーニングﾞ室利用不可

ポートハウスてるがさき 東海道線「大磯駅」下車、徒歩10分
大人

なし ブルー
4/29～7/14、9/1～9/30の土・日・祝　10：00～15：00
7/15～8/31は2部制　9：00～17：00

ピンク
10：00～21：00
休館・毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日、12/29～1/3、
その他臨時休館あり

東海道線二宮駅北口より徒歩20分またはバス「釜野橋」下
車、徒歩2分

大人 なし イエロー 大人券
10：00～16：00
休館・月曜日・火曜日（祝日の場合は水曜日）

ブルー
7/1～7、9/4～10　10：00～17：00
7/8～9/3　9：00～17：00
幼児は7月無料

小・中学生

大磯ロングビーチ 東海道線「大磯駅」からロングビーチ行バスで約10分

大人

7/1～8/31
9：00～17：00

7/2～8/27
8：30～17：00


