あおい
ろ
優待
サービス

お 仕 事 、ち ゃ ん と 休 ん で ま す か ？

た ま に は し っ か り 遊 び ま し ょ 。

割引チケットは、青色申告会の事務所でもらえます。
施設の新しい情報・期間限定の情報は

あおいろ優待サービス

検索

詳しくは裏面へ！

会員様限定
よこはま動物園ズーラシア

あおいろ優待サービス

遊ぶ

一般入園料金の20％引
●大
人 通常料金 800円→優待料金 640円
●高 校 生 通常料金 300円→優待料金 240円
●小中学生 通常料金 200円→優待料金 160円

横浜市 金沢動物園

遊ぶ

遊ぶ

ワンデーパス
【4月1日〜11月30日、2017年3月1日〜31日】
●大人・高校生

通常料金 5,050円→優待料金 4,400円

●小・中学生

通常料金 3,600円→優待料金 3,200円

●幼児（4歳以上）

通常料金 2,050円→優待料金 1,800円

【12月1日〜2月28日】
●大人・高校生

通常料金 4,550円→優待料金 4,000円

●小・中学生

通常料金 3,300円→優待料金 3,000円

●幼児（4歳以上）

通常料金 1,850円→優待料金 1,650円

●シニア（65歳以上）通常料金 3,300円→優待料金 3,000円

アクアリゾーツパス（水族館4施設パス）
遊ぶ

【4月1日〜2017年3月31日】
●大人・高校生

通常料金 3,000円→優待料金 2,600円

●大 人
通常料金 1,700円→優待料金 1,360円
●中学生
通常料金 1,300円→優待料金 1,040円
●小学生
通常料金 850円→優待料金 680円
●幼児（3歳〜） 通常料金 450円→優待料金 360円

●小・中学生

通常料金 1,750円→優待料金 1,450円

●幼児（4歳以上）

通常料金

850円→優待料金

650円

●シニア（65歳以上）通常料金 2,450円→優待料金 2,100円

シーパラプレミアムパス
（アクアリゾーツパス＋プレジャーランドパス・年間パス）
遊ぶ

【4月1日〜2017年3月31日】

休日パスポート割引
●大人（18歳以上）
通常料金 3,800円→優待料金 3,600円
●小人（3歳〜17歳）
通常料金 2,700円→優待料金 2,500円

●大人・高校生

通常料金 10,100円→優待料金 9,090円

●小・中学生

通常料金

7,200円→優待料金 6,480円

●幼児（4歳以上）

通常料金

4,100円→優待料金 3,690円

●シニア（65歳以上）通常料金

7,200円→優待料金 6,480円

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

観音崎京急ホテル

施設割引利用

施設割引利用

泊まる

泊まる

●ご宿泊 平日限定
【シングル】
通常料金 27,000円→優待料金 18,500円（朝食付き）
【ツイン】
通常料金 46,440円→優待料金 25,000円（朝食付き）
●レストラン
下記4店舗を対象にご飲食料金から5％割引
・スカイラウンジ「ベイ・ビュー」28F
・日本料理「木の花」8F ・中国料理「彩龍」3F
・オールデイブッフェ「コンパス」2F
※一部対象外メニューがございます。
※クリスマス・正月期間及び特別営業日は除く。
●ご婚礼
挙 式 料：通常料金 110,000円→優待料金 無料
ロビー挙式料：通常料金 160,000円→優待料金 無料

●ご宿泊優待 基本室料より50％優待
平日・日曜 通常料金 34,000円→優待料金 17,000円
土曜・休日前 通常料金 40,000円→優待料金 20,000円
GW・夏季・年末年始
通常料金 48,000円→優待料金 24,000円〜38,400円
※ご宿泊特典：温浴施設SPASSO入館フリーパス
●温浴施設「SPASSO優待」
大人 平日 通常料金 1,500円→優待料金 1,100円
土・日・休日 通常料金 1,900円→優待料金 1,500円
小学生
（曜日共通） 通常料金 1,100円→優待料金 700円
●ご宴会・ご婚礼優待
料理・お飲物：料金より10％優待

ホテル京急油壺 観潮荘

城ケ島京急ホテル

泊まる

癒やす

【横浜みなとみらい館】
大人（中学生以上）全日 通常料金 2,700円→優待料金 2,484円
小学生
全日 通常料金 1,512円→優待料金 1,404円
※大人のみ入湯税100円（12歳未満非課税）を頂戴いたします。

【はだの館】
大人（中学生以上）平日 通常料金 1,944円→優待料金 1,534円
土・日・祝日・特別期間 通常料金 1,944円→優待料金 1,836円
小学生

全日 通常料金 1,004円→優待料金

702円

幼 児

全日 通常料金

497円

泊まる

799円→優待料金

【小田原館】
大人（中学生以上）平日 通常料金 2,484円→優待料金 1,944円
土・日・祝日・特別期間 通常料金 2,484円→優待料金 2,160円
小学生

入園料金の割引

サンリオピューロランド

万葉の湯

6館共通入館料割引

（アクアリゾーツパス＋プレジャーランドパス）

●シニア（65歳以上）通常料金 3,600円→優待料金 3,200円

一般入園料金の20％引
●大
人 通常料金 500円→優待料金 400円
●高 校 生 通常料金 300円→優待料金 240円
●小中学生 通常料金 200円→優待料金 160円

京急油壺マリンパーク

横浜・八景島シーパラダイス

全日 通常料金 1,296円→優待料金 1,188円

【町田館】
大人（中学生以上）全日 通常料金 2,484円→優待料金 2,160円
小学生

全日 通常料金 1,296円→優待料金 1,188円

【沼津館】
大人（中学生以上）全日 通常料金 1,642円→優待料金 1,436円
土・日・祝日・特別期間 通常料金 2,160円→優待料金 1,847円
【神戸館】
大人（中学生以上）平日 通常料金 2,484円→優待料金 2,052円
土・日・祝日・特別期間 通常料金 2,484円→優待料金 2,268円
小学生

全日 通常料金 1,296円→優待料金 1,188円

SPAEAS

癒やす

入館料割引
●大人
平日 通常料金 2,770円→優待料金 1,950円
休日 通常料金 2,980円→優待料金 2,160円

縄文天然温泉 志楽の湯

癒やす

入館料割引
●大人
平日
通常料金 880円→優待料金 780円
土日祝 通常料金 1,030円→優待料金 930円
※本券は他の割引券やクーポンとの併用は出来ません。

マホロバマインズ三浦

泊まる

施設割引利用

施設割引利用

オーシャンリゾートホテルのご優待

●ご宿泊優待

●ご宿泊優待
平 日 通常料金 12,900円→優待料金 11,610円

●日帰り入浴優待
大人 通常料金 1,000円→優待料金 800円
小人 通常料金 500円→優待料金 400円

●1泊2食付プラン
月曜日〜木曜日限定 10,260円〜
【お子様優待料金】小学生70％・未就学児50％
2歳以下施設利用料 1,500円
※日・金曜日、休前日、特定日など
料金が異なりますのでお問い合わせください。
※入湯税別途150円あり
●団体様向け宴会場のご優待
10名様以上で宴会料理をご用意

ホリプロ

横須賀美術館

平日

通常料金

9,600円→優待料金

9,120円

休前日・夏季（7/20〜8/7・8/16〜8/21）
冬季（12/26〜12/30）
通常料金 12,200円→優待料金 11,590円
●日帰り入浴優待
大人

通常料金 1,000円→優待料金 800円

小人

通常料金

500円→優待料金 400円

KAAT神奈川芸術劇場

観る

演劇・ミュージカル・ダンスなどの
舞台芸術のための劇場です。
※割引のご案内は不定期です。
※他の割引券・金券との併用は出来ません。

夏 季（7/20〜8/12・8/16〜8/23の平日)
通常料金 13,900円→特別料金 12,510円
休前日 通常料金 15,000円→優待料金 13,500円

観る

演劇・ミュージカル・海外招聘作品などの
舞台作品を企画作成しております。
※割引のご案内は不定期です。
※他の割引券・金券との併用は出来ません。

観る

所蔵品展観覧料割引
●一般 通常料金 310円→優待料金 250円
●高・大学生・65歳以上
通常料金 210円→優待料金 160円
※期間限定のご案内もございます。

割引チケットは、青色申告会の事務所でもらえます。
施設の新しい情報・期間限定の情報は

あおいろ優待サービス

検索

ご希望の方は職員まで
お声掛けください！

