
　　　「会員証」の提示で優待料金で利用できます。
　　　現職会員は「補助券」(72 ページ ) の利用ができます。

施設名 券種 一般料金 優待料金 補助券利用 利用方法
新江ノ島水族館

https://www.enosui.com/
☎0466-29-9960 

（藤沢市片瀬海岸2-19-1）

大人 2,500円 2,250円 1,250円 ＊「会員証」の提示で
優待料金で購入可

＊高校生は生徒手帳

＊営業時間は、期間
　・季節により異な
　ります。

要

高校生 1,700円 1,530円 1,230円
中学生 1,200円 1,080円 780円
小学生 1,200円 1,080円 780円
幼児3歳以上 800円 720円 420円

横浜・八景島シーパラダイス
http://www.separadise.co.jp/

☎045-788-8888（9:30～18:00）
（横浜市金沢区八景島） ス

大人・高校生 3,000円 2,600円 1,600円 ＊「優待券」の提出で
優待料金で購入可小・中学生 1,800円 1,500円 1,200円

幼児4歳以上 900円 700円 400円
ｼﾆｱ65歳以上 2,500円 2,150円 1,850円
大人・高校生 5,200円 4,500円 3,500円
小・中学生 3,700円 3,300円 3,000円
幼児4歳以上 2,100円 1,850円 1,550円
ｼﾆｱ65歳以上 3,700円 3,300円 3,000円

マクセル アクアパーク品川
http://www.aqua-park.jp/

☎03-5421-1111（10:00～22:00）
（東京都港区高輪4-10-30 品川
プリンスホテル内）

おとな（高校生以上） 2,300円 2,100円 1,000円

小・中学生 1,200円 1,100円 700円

幼児4歳以上 700円 600円 200円

仙台うみの杜水族館
http://www.uminomori.jp/

☎022-355-2228（9:00～17:30） 
（宮城県仙台市宮城野区中野4-6）

大人18歳以上 2,200円 2,000円 900円
中・高校生 1,600円 1,400円 1,000円
小学生 1,100円 900円 600円
幼児4歳以上 600円 500円 200円
ｼﾆｱ65歳以上 1,600円 1,400円 1,000円

上越市立水族博物館うみがたり
http://www.umigatari.jp/

☎025-543-2449（9:00～17:00） 
（新潟県上越市五智2-15-15）

大人18歳以上 1,800円 1,700円 600円
高校生 1,100円 1,000円 600円
小・中学生 900円 800円 400円
幼児4歳以上 500円 450円 100円
ｼﾆｱ65歳以上 1,500円 1,400円 1,000円

※１「優待料金」は「現職会員とその家族」及び「継続会員とその家族」に適用
※２「補助券利用」は「現職会員とその家族」に適用
※家族の範囲は、配偶者・親・子及び同居している同一世帯の祖父母・孫・兄弟姉妹で、家計（収入）を同じくし、一緒

に生活している方です。同じ住所に住んでいても、別々の家計（収入）で生活している親子では、別世帯扱いになる
ため補助の対象にはなりません。なお、５人以上でご利用の際は、振興会からご利用状況のお問い合わせをいたし
ますので、あらかじめご了承ください。

※料金は令和2年4月1日時点です。料金の変更は広報紙などでお知らせします。

横浜にぎわい座の入場券の一部を補助（会員のみ）します。
施設名 割引内容 利用料金等 利用方法

横浜にぎわい座
☎ 045-231-2515

（横浜市中区野毛町3-110-1）
※ JR 根岸線・市営地下鉄線
　「桜木町駅」下車徒歩3分
※京浜急行
　「日ノ出町駅」下車徒歩7分

主催興行（毎月1日~15日）
の入場券が10% 割引

現職会員
　
継続会員
　

販売窓口に「会員証」を提示
販売時間 10:00~21:00（不定休）

※割引対象となる同行者は会員一人につき3人までです。
※日程や演目等については変更する場合がありますので、ご確認のうえお出かけください。

継
　
続
　
会
　
員

現
　
職
　
会
　
員
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公益財団法人神奈川芸術文化財団が販売する主催公演のチケットが割引で購入できます。
施設名 割引内容 利用対象 利用方法

神奈川県民ホール
（横浜市中区）
販売時間 10:00~18:00

神奈川芸術文化財団の
主催公演チケットが定価
の10% 割引

現職会員　
継続会員
同行者

【電話購入】
チケットかながわ
☎0570-015-415へ電話
　受付時間 10:00~18:00
※神奈川県教育福祉振興会の会員である

こと告げる｡
※鑑賞券の受け渡し方法、手数料等を確

認してください。
【インターネット購入】
チケットかながわ

https://www.kanagawa-arts.or.jp/
tc/にアクセス
ID : kyouiku
パスワード : kyouiku8325
※ ID とパスワードは会員のみの利用に

限ります。
販売窓口に「会員証」を提示

KAAT 神奈川芸術劇場
（横浜市中区）
販売時間 10:00~18:00

神奈川県立音楽堂
（横浜市西区）
販売時間 13:00~17:00

（月曜休）

※一部対象外となる公演があります。演目・内容等については、チケットかながわ（☎0570-015-415）へお問い合わせください。
※チケット購入後の返品・交換は一切できません。
※公演によっては発売日初日に完売することもあります。

東京労音が販売する〈神奈川県内〉公演のチケットが割引で購入できます。
施設名 割引内容 利用対象 利用方法

Ro-On チケット
☎ 047-365-9960

チケットが定価の10%
割引

現職会員　
継続会員
同行者

購入申込時に神奈川県教育福祉振興会
の会員であることを告げる。
受付時間　
　平日10:00~18:00
　土曜10:00~14:00（日祝休）

※対象演目等については、Ro-On チケットへお問い合わせください。一部対象外となる公演があります。
ホリプロが販売する公演のチケットが割引で購入できます。

施設名 割引内容 利用対象 利用方法
ホリプロステージ

https://horipro-stage.jp/stage/
チケットが5%~20%割引 現職会員　

継続会員
同行者

ホリプロステージ
https://horipro-stage.jp/stage/

現職会員
ID : kyo-f　パスワード : ticket
継続会員
ID : kyo-f2　パスワード : hpticket

ホリプロチケットセンター
☎ 03-3490-4949

購入申込時に神奈川県教育福祉振興
会の会員であることを告げる。
受付時間：平日10:00~18:00
　　　　　土曜10:00~13:00（日祝休）

※一部対象外となる公演があります。対象演目等については、ホリプロステージにログインし、ご確認ください。
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