
予約専用フリーダイヤル　0120-489800

＜ご利用方法＞

① 宿泊者が直接宿泊の申込みをして下さい。

　　　　　 ↓

② シーパレスリゾートより「宿泊者名簿」が宿泊者に届きます。

　　　　　 ↓

③

　　　　　 ↓

④ 「利用証明書」を発行します。　

　　　　　 ↓

⑤

　　　　　 ↓

⑥ 「利用証明書」を提出して頂くと、精算時に宿泊料金から1名当り2,000円割引致します。

 [例]港湾会員1室4名（1泊2食付）ご利用の場合　お一人様14,040円⇒7,540円⇒5,540円

　　港湾会員の皆様は、宿泊料金が約半額になります。（1室当りのご利用人数により変わります。）

　　さらに利用証明書のご提出で1名2,000円の割引きとなります。

・ 港湾事業者の従業員及びその家族の方が対象となります。

・ 1回のご利用で1泊のみに限らせて頂きます。

～～休　暇　村～～

＜ご利用方法＞

① 宿泊者が直接、宿泊先へお申込み下さい。

　　　　　 ↓※宿泊料金は各施設によって異なりますので、必ずご確認下さい。

② 宿泊先より「予約案内書」が届きます。（宿泊先により発行しない場合もあります）

　　　　　 ↓

③ 宿泊者は所属会社の社印押印済みの「利用者名簿・利用証明書」及び「予約案内書」を協会

へご持参下さい。

　　　　　 ↓

④ 「利用証明書」を発行します。　

　　　　　 ↓

⑤ 宿泊者は宿泊時に「利用証明書」をご持参下さい。

　　　　　 ↓

⑥ 「利用証明書」を提出して頂くと、精算時に宿泊料金から1名当り2,000円割引致します。

（助成の条件）

・ 港湾事業者の従業員及びその家族の方が対象となります。

・ 年間1名様につき1回・1泊のご利用に限らせて頂きます。

☆4才以上から料金が発生します。

～～ホテルシーパレスリゾート～～

宿泊者は所属会社の社印押印済みの「宿泊者名簿」を協会へご持参下さい。

宿泊者は宿泊時に「宿泊者名簿」と「利用証明書」をご持参下さい。

（助成の条件）



～～牛滝温泉　いよやかの郷～～ TEL 072-479-2641

＜ご利用方法＞

① 宿泊者が直接宿泊の申込みをして下さい。

　　　　　 ↓

② 宿泊者は所属会社の社印押印済みの「利用者名簿・利用証明書」を協会へご持参下さい。

　　　　　 ↓

③

　　　　　 ↓

④ 現地フロントへ「利用者名簿・利用証明書」をお渡し下さい。

⑤ 「利用証明書」を提出して頂くと、精算時に通常料金から1名当たり2,000円割引致し

ます。

・ 港湾事業者の従業員及びその家族の方が対象となります。

・ 年間1名様につき1回・1泊のご利用に限らさせて頂きます。

[所在地]

　大阪府岸和田市大沢町1156

[アクセス]

・車利用：阪神高速湾岸線｢岸和田北IC」から35分

　　　　　　　 53分

 ※送迎バス /南海本線｢岸和田」駅,JR阪和線「久米田」駅 

～～ナビオス横浜～～ TEL 045-633-6000

＜ご利用方法＞

① 宿泊者が直接宿泊の申込みをして下さい。

　　　　　 ↓

② 協会にて「宿泊特別優待券」をお渡し致します。＜1枚につき1泊1室となります。＞

　　　　　 ↓

③ 現地フロントへ「宿泊特別優待券」をお渡し下さい。

　　　シングル 6,480円

　　　ダブル (2名1室利用） 5,400円

　　　ツイン（2名1室利用） 5,940円

   
[所在地]

　　横浜市中区新港2丁目1-1

[アクセス]

・桜木町駅（JR京浜東北線・根岸線・市営地下鉄）より徒歩7分

・新横浜駅よりJR・市営地下鉄線経由22分

　　　　　　 　　 泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅「光明池」駅「和泉中央」駅

　　　除外日：年末年始、ゴールデンウィーク、花火大会、お盆期間,クリスマス等

・みなとみらい線馬車道駅より徒歩3分

・首都高速道路みなとみらいインターチェンジより車で5分

・電車利用：南海本線｢岸和田」駅下車→南海バス牛滝山行で｢牛滝温泉せせらぎ荘前」まで

「利用証明書」に協会印を押印致します。

（助成の条件）

　　　　　　阪和自動車道｢岸和田和泉IC」から15分

　　　　　　国道26・170号線,大阪臨海線より岸和田牛滝貝塚線を牛滝方面へ　　　



～～ハイツ・いこいの村～～

＜ご利用方法＞

① 宿泊者が直接宿泊の申込みをして下さい。

　　　　　　　　　↓※宿泊料金は各施設によって異なりますので、必ずご確認下さい。

② 宿泊者は所属会社の社印押印済みの「利用者名簿・利用証明書」及び「予約確認書」（宿泊先

により発行しない場合もあります）を協会へご持参下さい。

↓

③ 「利用証明書」に協会印を押印致します。

↓

④ 宿泊者は宿泊時に「利用証明書」をご持参下さい。

↓

⑤ 「利用証明書」を提出して頂くと、精算時に宿泊料金から1名当り2,000円割引致します。

（助成の条件）

・ 港湾事業者の従業員及びその家族の方が対象となります。

・ 年間1名様につき1回・1泊のご利用に限らせて頂きます。

☆4才以上から料金が発生します。

～～志摩別邸　ひろはま荘～～ TEL 0599-85-0525

＜ご利用方法＞

宿泊者が直接宿泊のお申込み下さい。（協会の会員である旨を伝えるだけで利用可能です。）

提携宿泊料金

      １泊2食１名様（通常22,356円） 16,200円

      １泊2食１名様（通常18,630円） 14,040円

　　 コースのみとなります。

[所在地]

三重県志摩市志摩町和具1593

[アクセス]

・近鉄特急上本町⇒賢島

☆てんぽな料理デラックスコース　　

☆てんぽな料理スタンダードコース　

　※トップシーズンでも割増料金はございません。ただし、ＧＷ・お盆・年末年始は、デラックス

・西名阪道路経由　伊勢自動車道～伊勢ＩＣ～伊勢ＩＣより伊勢湾道路経由賢島方面36㎞　



～～セントラルスポーツ（近畿エリア）～～ TEL 03-5543-1819

＜ご利用方法＞

① 協会にて「利用申込書」をお渡し致します。（コピーは不可）

　　　　　　　　↓

② 必要事項等ご記入されましたら必ず協会へＦＡＸして下さい。

　　　　　　　　↓

③ ご希望の施設がカード発行可能施設かどうかご確認下さい。カード発行可能施設でなければ

お近くのカード発行可能施設に利用申込書を持参の上、カード作成をお申込下さい。

　※カード作成については、郵送での作成も可能です。

　　 詳しくはエリア法人会員専用ダイヤル03-5543-1819へお問合せ下さい。

　　　　　　　　↓

④ 写真撮影、手続き完了（施設で作成の場合）

　　　　　　　　↓

⑤ 施設利用料は各施設により異なりますが、協会補助1,080円を差し引いた金額となります。

（ご利用条件）

・ 港湾事業者の従業員及びその同居家族

　※カードの発行代金は初回540円です。また、再発行の場合も同額の540円となります。

　※シューズ等のレンタル用品は施設に用意しております。ただし、レンタル料が別途必要とな

　　 ります。

　※カード発行可能施設名・ご利用方法等詳細は、別紙添付の施設ガイドをご覧下さい。

平成27年4月9日改訂

協会の補助でご利用可能な店舗を西日本エリアから近畿エリア

(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)へ変更させて頂きます

～～スポーツクラブルネサンス（近畿圏12店舗）～～ TEL 03-5600-5399

＜ご利用方法＞

① 協会にて「会員登録用証明書」をお渡し致します。（コピーは不可）

　　　　　　　　↓ ↓

② 必要事項等ご記入されましたら必ず協会にＦＡＸの上、ルネサンス各施設へ本書他必要なもの

を添えてご持参下さい。

※ルネサンス窓口においてコーポレート「会員入会申込書」へのご記入が必要です。

　　　　　　　　↓ ↓

③ 施設利用料は、1,620円/回ですが、協会補助1,080円を差し引いた金額となります。

（ご利用条件）

・ 港湾事業者の従業員及びその同居家族

　※カードの発行代金は初回1,080円です。

　※シューズ等のレンタル用品は施設に用意しております。ただし、レンタル料が別途必要とな

　　 ります。

平成27年4月9日改訂

協会の補助でご利用可能な店舗を近畿12施設から近畿12店舗に

(京都山科店・豊中店・千里中央店・住道店・住之江店・久宝寺店

アルザ泉大津店・登美ヶ丘店・尼崎店・伊丹店・神戸店・姫路店)

と変更させて頂きます　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



～～MOVIX～～

＜ご利用方法＞

① 協会へ900円/枚をご持参下さい

↓

② 協会にて「特別団体鑑賞券」をお渡し致します

　※チケットの有効期限は４ケ月ごと（5/31,9/30,1/31）です。

　　 なお有効期限経過後は無効となり、交換等は致しかねますので、ご注意下さい。

＜各劇場について＞

　*MOVIX八尾（アリオ八尾4Ｆ） TEL 072-995-7200

　・電車ご利用の方：近鉄大阪線「近鉄八尾駅」下車　徒歩3分

　*MOVIX堺（堺浜シーサイドステージ内） TEL 072-226-4800

　・電車とバスご利用の方：南海本線「堺駅」西口→南海バス約17分　南海高野線「堺東駅」→南海バス約25分

　・お車ご利用の方：国道26号線「大和川南｣交差点を堺浜方面へ

　*MOVIXあまがさき（尼崎キューズモール内） TEL 06-4960-7500

　・電車ご利用の方：ＪＲ神戸線・宝塚線・東西線「尼崎駅」北口とデッキで直結

　・お車ご利用の方：名神高速道路｢尼崎Ｉ.Ｃ.」より産業道路経由約8分・長州線経由約10分　

　*MOVIX京都 TEL 075-254-3215

～～梅田ブルク７・なんばパークスシネマ～～

＜ご利用方法＞

① 協会へ1,000円/枚をご持参下さい

↓

② 協会にて「共通映画鑑賞入場引換券」をお渡し致します

　※チケットの有効期限は1年（4月1日～3月31日）です。

　　 なお有効期限経過後は無効となり、交換等は致しかねますので、ご注意下さい。

　*梅田ブルク７（7スクリーン）

　*なんばパークスシネマ（プレミアムシアターを除く10スクリーン）

　　　南海「なんば」駅直結　なんばパークス内　　　 TEL　06-6643-3215　

※両劇場とも、特別興業（3D・演劇・ライブ中継など）の場合はご利用頂けません。ただし、３D

　 上映につきましては別途追加料金にてご覧頂ける場合があります。詳しくはご利用の劇場へ

　 お問い合わせ下さい。

　　　阪神百貨店南側　イーマビル7F　　　　　      　TEL　06-4795-7602　　　　　　

（有効期限が平成27年9月末日までのチケットから全国のイオンシネマでもご利用が可能です）

　・電車ご利用の方：京阪「三条駅」6号階段より、または阪急「河原町駅」9号出口より徒歩7分



～～109シネマズ（109シネマズ箕面・HAT神戸）～～

＜ご利用方法＞

① 協会へ900円/枚をご持参下さい

↓

② 協会にて「特別法人用鑑賞券」をお渡し致します

　※チケットには有効期限がございます。

　　 なお有効期限経過後は無効となり、交換等は致しかねますので、ご注意下さい。

＜各劇場について＞

　＊109シネマズ箕面 TEL 0570-001-109

　　（大阪府箕面市坊島4-1-24 みのおキューズモール内）

　・電車ご利用の方：北大阪急行｢千里中央駅｣より2.5Km　シャトルバス「みのおキューズモール行き」運行

[劇場案内HP]　http://109cinemas.net/minoh/

　＊109シネマズHAT神戸   TEL 0570-011-109

　・お車ご利用の方：国道2号線・脇浜町3丁目・岩屋中町4丁目交差点を海側へ曲がる。

      明石・姫路方面より第二神明道路→阪神高速「生田川」より東へ車で7分

　・電車ご利用の方：阪神本線「岩屋駅」より徒歩8分

               　　　　　 阪神本線「春日野道駅」２号線より徒歩8分

               　　　　　 JR線「灘駅」より徒歩10分

               　　　　　 阪急神戸線「春日野道駅」より徒歩14分

[劇場案内HP]　http://109cinemas.net/hatkobe/

～～キッズプラザ大阪～～ 　TEL 06-6311-6601

＜ご利用方法＞

①

　　　大人(高校生以上） 1,000円  

　　　小人（小・中学生） 400円

　　　幼児（3才以上) 200円

↓

② 協会にて「入館引換券」をお渡し致します。

↓

③ 現地窓口で「入館券」と引換えて下さい。

　　　　　※0～２才は無料

　　[休館日]・月曜日 ただし、その日が祝日の場合は翌日

　　　　　　　 ・12月28日～1月2日　臨時休館（4月中旬・9月中旬・12月中旬）

    　大阪・京都方面より阪神高速3号神戸線「摩耶」出口より西へ車で5分

協会へ施設利用カードと下記料金をご持参下さい。

　　（兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2 ブルメールHAT神戸 2F）



～～ひらかたパーク～～ TEL 072-844-3475

＜ご利用方法＞

① 協会へ施設利用カードと下記の金額をご持参下さい。

　　　大人(中学生以上） 3,000円  

　　　小学生 2,500円

　　  2才～未就学児 1,500円

　　　　　 ↓

② 協会にて「フリーパス引換券付入園券」をお渡し致します。

※「フリーパス入園券」は、チケットうりば、又は園内インフォメーションでお引換下さい。

・ チケット有効期間

　春季：3月7日 （土）～6月28日 （日）  ☆4月1日からのご利用となります。

　秋季：9月12日（土）～11月29日（日）  ☆予定ですのでお問い合わせ下さい。

[休園日]・毎週火曜日　

　・春季休園日　4月8日（水）,6月10日（水）,6月17日（水）,6月24日（水）

　　　　※4月7日・5月5日・19日・26日は休まず営業

　・秋季休園日は、未定です。

～～東映太秦映画村～～ TEL 075-864-7716

＜ご利用方法＞

① 協会へお越し下さい。

　　　　　↓

② 協会にて「映画村特別優待券」をお渡し致します。

　　　　　↓

③ 入村発売窓口にお出し下さい。

　　　※１枚につき5名様までの利用となっております。

　　　　大人 1,800円

　　　  中・高生 1,100円

　　　　子供（4才以上） 900円

[所在地]

　　京都市右京区太秦蜂岡町10番地

[アクセス]

・JR(嵯峨野線）　  「京都駅」-「花園」（下車徒歩13分）-「太秦」（下車徒歩13分）

・地下鉄（東西線）　「六地蔵」-「三条京阪」-「烏丸御池」-「太秦天神川」（下車徒歩12分）

・嵐電（嵐山本線）　「四条大宮」-「太秦広隆寺」（下車徒歩5分)-「帷子ノ辻」（下車徒歩15分）-「嵐山」



～～天然露天温泉　スパスミノエ～～ TEL 06-6685-1126

＜ご利用方法＞

①

　　　大人(中学生以上） 400円

　　　小人（4才～小学生） 200円

　　　3才以下無料

　　　　　↓

② 協会にて「共通入浴券」をお渡し致します。

～～上方温泉　一休～～ TEL 06-6467-1519

＜ご利用方法＞

①

　　　大人（中学生以上） 400円

　　　小人(小学生） 200円

　　　６才未満は共通入浴券がなくても無料です。

　　　　　↓

② 協会にて「共通入浴券」をお渡し致します。

～～えびすの湯　一休～～ TEL 0798-26-1519

＜ご利用方法＞

①

　　　大人（中学生以上） 400円

　　　小人（小学生） 200円

　　　大人同伴に限り小学生未満は共通入浴券がなくても無料です。

　　　　　↓

② 協会にて「共通入浴券」をお渡し致します。

～～スパワールド～～ TEL 06-6631-0001

＜ご利用方法＞

①

　　　大人(１２歳以上） 700円

　　　小人(１２歳未満） 500円

　　　　　↓

② 協会にて「入館券」をお渡し致します。

　　　　　↓

③ 2階総合案内所に入館券をお渡し下さい。

・特別期間：ゴールデンウイーク・お盆・年末年始等については、ご利用できません。

　　　有効期限設定あり（年4期：6月30日・9月30日・12月31日・3月31日）

協会へ下記の金額をご持参下さい。

協会へ下記の金額をご持参下さい。

協会へ下記の金額をご持参下さい。

協会へ下記の金額をご持参下さい。



～～大阪フィルハーモニー～～ TEL 06-6656-4890

＜ご利用方法＞

① 鑑賞ご希望の演奏会(下記ご案内の4演奏会のみ）を決めた上で、協会へ電話でお申込み下

さい。

　　　　　↓

② 協会が予約致します。予約が完了し、チケットが届きましたら連絡致します。

　　　　　↓※予約完了後のキャンセルは致しかねます。

③ 協会にて現金と引き換えにチケットをお渡し致します。
－－・－－－・－－－・－－－・－－－・－－－・－－－・－－－・－－－・－－－・－－

日時・会場・指揮者 金額

5月22日(金）19：30開演 ＜ソワレ・シンフォニー＞Ｖｏｌ.5 2,500円

【ザ・シンフォニーホール】 グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲 (均一指定)

　指揮：垣内悠希 ショパン：ピアノ協奏曲第2番ヘ短調作品21

　独奏：山本貴志（ピアノ） ムソルグスキー（ラヴェル編曲）：組曲「展覧会の絵」

11月17日(火）19：30開演 ＜ソワレ・シンフォニー＞Ｖｏｌ.6 2,500円

【ザ・シンフォニーホール】 ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」序曲 (均一指定)

　指揮：三ツ橋敬子 メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲ホ短調作品64

　独奏：木嶋真優（ヴァイオリン） ストラヴィンスキー（バレエ組曲）：組曲「火の鳥」

12月29日（火）19：00開演 ＜第9シンフォニーの夕べ＞ 3,400円

12月30日（水）19：00開演 独唱：小林沙羅（ソプラノ）、小川明子（アルト） (全席指定)

　【フェスティバルホール】 　　　福井　敬（テノール）、青山　貴（バリトン）

　指揮：井上道義 合唱：大阪フィルハーモニー合唱団

ベートーヴェン

　交響曲第9番ニ短調作品125「合唱付」

2月23日(火）　19：00開演 ＜コンサートバレエ＞ 金額未定

　【フェスティバルホール】 チャイコフスキー (全席指定)

　指揮：井上道義 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」

　共演：上野水香＆柄本弾 幻想序曲「ロミオトジュリエット」

　　　　青山季可＆中家正博

　　　　下村友里恵＆佐々木大 ３大バレエ・ハイライト

「くるみ割り人形」「眠りの森の美女」「白鳥の湖」

※各演奏会によってチケットの発売日が異なりますので

　協会にお問い合わせ下さい。

　　取扱演奏会のご案内

タイトル・曲目

（オーケストラのみ）

（オーケストラのみ）



～～関西サイクルスポーツセンター～～ TEL 0721-54-3101

＜ご利用方法＞

① 協会へお越し下さい。

　　　　　↓

② 協会にて「ご利用割引券」をお渡し致します。

　　　　　↓

③ 「ご利用割引券」の裏面に必要人数を記入の上、現地窓口にお渡し下さい。

　　　※１枚につき５名様までの利用となっております。

＜入場券のみ＞

　　　大人（中学生以上） 640円

　　　小人（3才～小学生） 400円

　　　シルバー（60才以上）(対象外） 400円

＜サイクルパスポート付入場券＞

　　　大人（中学生以上） 2,400円

　　　小人Ａ　身長110㎝以上（3才～小学生） 2,100円

　　　小人Ｂ　身長110㎝未満（3才～小学生） 1,300円

　　　シルバー（60才以上） 1,900円

[所在地]

　　河内長野市天野町1304

[アクセス]

　　阪和道｢岸和田・和泉」より約20分、阪神高速｢三宅」より約55分　

　　南海高野線・近鉄長野線｢河内長野駅」より、バスで20分「サイクルセンター」下車

～～フェリーさんふらわあ～～ フリーダイヤル　0120-56-3268

＜ご利用方法＞

① 協会へお越し下さい。

　　　　　↓

② 協会にて「割引券」をお渡し致します。【フェリー料金20％割引（航路は南港⇔別府のみ）】

　　　　　↓

③ 料金をお支払時に「割引券」をお渡し下さい。

　※正月・ゴールデンウィーク・盆休み等の繁忙期にはご利用できません

＜ご利用方法＞

① 協会へお越し下さい。

　　　　　↓

② 協会にて「優待券」をお渡し致します。【食品･一部商品を除く5～20％引き】

　　　　　↓

③ 優待期間中のお買い物時に、優待券を提示して下さい。

※外商特別優待日は、年10回程度(不定期）3～12日間の限定となります。

　 なお優待日は不確定ですのでご利用になられる方は協会へお問い合わせ下さい。

～～近鉄百貨店～～



～～ボウリング（ボウルアロー）～～

＜ご利用方法＞

① 協会へお越し下さい。

　　　　　↓

② 協会にて「ボウリング利用券」をお渡し致します。【3ゲーム900円（貸靴料含む）】

　　　※1枚につき6名様までの利用となっております。

・ボウルアロー松原　TEL　072-330-5581　 ・ボウルアロー八尾　TEL　072-948-2306　

[所在地] [所在地]

　　松原市大堀1-1-9 　　八尾市天王寺屋2-68

[アクセス] [アクセス]

　　松原ICからすぐ 　　国道25号沿い/JR志紀駅すぐ

～～日港福会館～～ TEL 03-3735-1281

＜ご利用方法＞

宿泊者が直接宿泊の申込みをして下さい。

　*シングル　　　4,860円

　*ツイン　　　　 7,560円

[所在地]

　　東京都大田区蒲田5丁目10番2号

[アクセス]

　　JR「蒲田駅」東口から2分

　　※港湾事業者の従業員及びその家族の方が対象となります。



～～ボート免許教室・レンタルボート～～ TEL 0120-45-0779

　①お送りした「ボート免許教室」パンフレット2ページ目（表紙の裏面）の「登録小型船舶教習所 受講申込

　　 書」をコピーして頂き、必要事項をご記入のうえ、06-6242-7187（㈱大阪マリン）までFAXにて送信し

　　 て下さい。お送り頂いた用紙をご確認のうえ㈱大阪マリンより1～2日以内に折返しご連絡致します。

　注）受講申込書の右下空白欄に必ず「大阪港湾福利厚生協会」とご明記下さい。ご明記なき場合は割引

　②㈱大阪マリンのホームページより「ボート免許教室のお申込みフォーム」欄から必要事項を入力のうえ、

　　 送信して下さい。受付後、お申込みフォームをご確認のうえ㈱大阪マリンより1～2日以内にご連絡致し

　　 ます。

　注）お申込みフォームの中央付近の「協同組合・互助会等名称」の欄に必ず「大阪港湾福利厚生協会」と

　　　ご明記下さい。ご明記なき場合は割引が適用されません。

[所在地（学科教習会場）]　大阪市都島区片町1丁目5番13号　大手前センチュリービル1階

[ＴＥＬ]　0120-45-0779

[アクセス]　JR東西線「大阪城北詰」②番出口徒歩約10分

　　　　　　  地下鉄谷町線「天満橋」①番出口徒歩約10分

　ご利用になられる方は、ホームページ（http://www.bayblue-osakamarine.com）より、「ベイブルーレンタ

　ルボートマリンクラブ」の入会申込フォームから必要事項をご入力のうえ、お申込下さい。お申込後、小型

　船舶操縦免許証のコピーを郵送にて下記住所にお送り下さい。

　入会審査後、7～10日間以内に郵パックにて会員証をお送りいたします。

＜〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目5番13号　㈱大阪マリン　ベイブルー担当者宛＞

　注）①ヤマハSRVレンタルボートクラブとは異なりますのでご注意下さい。

　　　 ②入会申込フォームの中央より少し下部の「提携協同組合・互助会等名称」の欄に必ず「大阪

　　　　　港湾福利厚生協会」とご明記下さい。ご明記なき場合はポイント還元が適用されません。

[所在地]　京都府舞鶴市青山75番地

[ＴＥＬ]　0773-77-0387

[アクセス]　＜車利用＞舞鶴若狭自動車道「舞鶴西IC」より約20分

　　　　　　＜電車利用＞JR舞鶴線「西舞鶴」よりタクシーで約15分

　　　 が適用されません。

もしくは

＜レンタルボートについて＞　⇒⇒⇒　利用料金の１０％をポイントにて還元

＜ボート免許教室について＞　⇒⇒⇒　教習料が１０％ｏｆｆになります。

＜ご利用方法＞


