
施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

相模川ふれあい科学館 大人券

Tel：042(762)21１0 中人券

小人券

さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト レギュラー 入園料                  1,000円

ハイシーズン 入園料                  1,100円

Tel：0570(037)353 レギュラー フリーパス             3,600円

ハイシーズン フリーパス             3,800円

平日 相模湖温泉うるり     650円

レギュラー 入園料                    600円

ハイシーズン 入園料                    700円

レギュラー フリーパス             3,100円

ハイシーズン フリーパス             3,300円

平日 相模湖温泉うるり     450円

相模原市立藤野やまなみ温泉 3時間 250円

Tel：042(686)8073 1日 250円

3時間 なし

1日 130円

3時間 80円

1日 330円

相模原市立博物館

プラネタリウム

Tel：042(750)8030

いやしの湯 3時間 250円

Tel：042(787)2288 1日 550円

3時間 なし

1日 130円

3時間 130円

1日 330円

銀河アリーナ 19才以上 500円 大人券

（アイススケート・トレーニング室） 19才未満 250円 中人券

Tel：042(776)5311 4才～中学生

65才以上

高校生以上 大人券

小・中学生

65才以上

LCA国際小学校北の丘センター温水プール 100円 大人券

Tel：042(773)5570

相模原ギオンアリーナ（総合体育館） 大人券

Tel：042(748)1781

県央方面

スケート期間　10/1～5/31
　　　　　　　　　 8：30～19：45
　　   （火・木は8：30～17：30）
休館・12/31・1/1、競技大会等で不可あり
トレーニング室　9：00～21：00
休館・毎月第3月曜日（休日の場合は翌日）、12/31・1/1
小・中学生のトレーニング室利用は利用器具の制限あり

小田急線「相模大野駅」から女子美術大学行バスで「総合体育館前」
下車

大人

なし ピンク
9:00～22:00
休館・毎月第1月曜日（休日の場合はその翌日）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

小・中学生
小人券

65才以上

JR・京王相模原線「橋本駅」南口からコミュニティバスで「北の丘セン
ター」下車

大人

ピンク

9:30～20:00（7/1～8/31は9:00～20:00）
休館・原則8月を除く第2火曜日及び12/29～1/3
その他休館については施設確認
7～8月は時間制限あり（2時間制）

4才～中学生
小人券

65才以上
なし

ピンク
200円 小人券

なし
小人券

横浜線「淵野辺駅」南口から淵野辺駅南口行
（青葉循環右廻り又は左廻り）バスで「淵野辺公園」下車

JR中央線「藤野駅」から「やまなみ温泉」下車※「やまなみ温泉」から
「いやしの湯」行き路線バスは廃止されました。交通の詳細は、施設
HPをご参照ください。

イエロー

大人券

トレーニング

スケート

3月～12月  10：00～21：00
1月～2月  10：00～20：00
休館・毎週火曜日（祝祭日の場合は翌日）
12月～2月の午後5時以降は利用者負担　大人50円、小学生30円

中人券

小人券

大人

障がい者

小学生

小人券

中央本線「藤野駅」よりやまなみ温泉行バスで
「やまなみ温泉入口」下車

イエロー

大人券

10:00～21:00
休館・毎週水曜日、元日

中人券

小人券小学生

障がい者

大人

横浜線「淵野辺駅」南口から徒歩20分または青葉循環（左廻り・右廻
り）バスで「市立博物館前」下車すぐ

なし

9：30～17：00
休館・毎週月曜日（休日にあたるときは開館）、休日の翌日（休日・土曜・日曜
にあたるときは開館）12/28～1/3
※その他休館する場合があるので、開館日はHP要確認
入館料無料
4歳未満はプラネタリウム観覧料無料

区分 適用券

・相模原市

横浜線「相模原駅」から水郷田名行バスで「ふれあい科学館前」下車

大人

なし イエロー
9：30～16：30
休館・毎週月曜日（月曜日が春休み・夏休み等の長期休暇期間は開館）

65才以上

小・中学生

イエロー

大人

4歳～中学生

大人券

小人券

大人

3才～小学生
・シニア（60才以

上）

JR中央線「相模湖駅」から三ヶ木行バスで「プレジャーフォレスト前」
下車

イエロー

大人券

ハイシーズン料金期間：5/1～6、8/5～15
時期により営業時間が異なる
休園日は施設問合せ
さがみ湖温泉うるりはシニア料金設定なし
（土休日は料金別途）
料金変更の可能性有



施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

相模原市立北総合体育館トレーニング室 大人券

Tel：042(763)7711

相模原市立市民健康文化センター 100円 大人券

（温水プール）

Tel：042(747)3776

さがみはらグリーンプール 大人 100円 大人券

（プール・トレーニング室） 4才～中学生 なし 小人券

Tel：042(758)3151 大人 大人券

6才～中学生 小人券

相模原ギオンスタジアム 大人券

Tel：042(777)6088

　

相模原ギオンフィールド 大人券

Tel：042(777)6088

　

大人券

小人券

大人券

小人券

清川村ふれあいセンター別所の湯 3時間 200円

Tel：046(288)3900 6時間 500円

1日 800円

3時間 100円

6時間 300円

1日 500円

神奈川工科大学  厚木市子ども科学館 大人券

Tel：046(221)4152 小人券

厚木市荻野運動公園 大人 大人券

（プール・トレーニング室）

Tel：046(225)2900

伊勢原市立子ども科学館

Tel：0463(92)3600

中学生以下・65才以上

小・中学生 小人券

・伊勢原市

小田急線「伊勢原駅」下車、徒歩15分又は、「伊勢原駅」北口より東
海大学病院経由愛甲石田駅行バスで「伊勢原市役所北口」下車又
は、「伊勢原駅」南口より東海大学病院行バスで「行政センター前」下
車、徒歩1分

なし
プラネタリウムは別途負担

8:30～19:00
全日専用利用日は除く小人券

区分

小田急線「本厚木駅」から北口5番線上煤ｹ谷行又は宮ｹ瀬行バスで
「別所温泉入口」下車、徒歩10分

大人券トレーニング 高校生以上

なし

・厚木市

9：00～17：00
休館・第3月曜日の午前中（祝日に当たる日はその前週が休館日）、年末年
始
入館料無料4才～中学生

小田急線「本厚木駅」からまつかげ台行き又は上荻野車庫行きバス
で「稲荷木」下車

プール

相模原市立小倉プール
横浜線・相模線・京王線「橋本駅」から小沢行又は鳥居原ふれあい
の館行バスで「小倉」下車、徒歩5分、新小倉橋経由山ヶ木行バスで
「宮原」下車、徒歩5分

大人
なし ブルー

イエロー

3才～小学生

大人

小人券

大人券

イエロー
10:00～21:00（入館は20:00まで）
休館・毎週月曜日（祝日の場合は翌日）及び年末年始
利用時間により利用者負担金が異なる

小田急線「本厚木駅」東口から徒歩3分

大人
なし

プラネタリウム観覧料

9：30～20：30
（トレーニング室は9：00～21：00）
休館・毎週月曜日（休日の場合は火曜日）、休日の翌日（土・日曜日の場合
は除く）、年末年始、その他臨時休館あり
中学生以下のトレーニング室利用不可

7/1～8/31
9：00～16：30
利用期間中は無休

ピンク

小人券

なし

小田急線「相模大野駅」から女子美術大学行バスで「総合体育館前」
下車、徒歩2分

大人 大人券

 9:00～21:30
プールは2時間単位・時間超過別途負担
休館・第2、第4月曜日（祝日除く）及び 12/31～1/3
小人のトレーニング室利用は利用器具の
制限あり

JR相模線「原当麻駅」から徒歩20分

大人

なし ピンク中学生まで

65才～

相模線「上溝駅」下車、徒歩10分 ピンク

7/1～9/10
10：00～18：00
利用期間中は無休

相模原市 古淵鵜野森公園屋外水泳プール

なし

JR相模線「原当麻駅」から徒歩20分

大人

なし ピンク
8:30～19:00
毎週水曜・金曜日は21:00閉館
全日専用利用日を除く

横浜線「淵野辺駅」から相模大野行バスで「九
島分譲」下車、徒歩5分又は横浜線「古淵駅」下車、徒歩10分

大人 なし
2時間単位・

時間超過別途負担
ブルー

中学生以下・65才以上

プール

イエロー
9:00～17:00
休館・月曜日（祝日等は除 く）、祝日の翌日（土曜日又は日曜日の場合は火
曜日）、毎月第1水曜日、他臨時休館あり

65才～

トレーニング

小・中学生

・清川村

中学生まで
小人券

大人

ピンク
9:30～20:00（7/1～8/31は9：00～20：00)
休館 8月を除く毎月第2月曜日及び12/29～1/3、その他臨時休業あり
7～8月は時間制限あり（2時間制）

4才～中学生
小人券

65才以上

適用券

・相模原市

JR横浜線「橋本駅」南口から上大島行（六地蔵経由）「北公園入口」
下車2分、上溝行（作の口経由）「上中の原団地」下車10分、田名バ
スターミナル行（榎戸経由）「上中の原団地」下車10分、相模川自然
の村行きコミュニティバスで「北総合体育館」下車

大人

なし ピンク
9:00～22:00
休館・毎月第2月曜日（休日の場合はその翌日）及び年末年始
小人のトレーニング室利用は利用器具の制限あり

小・中学生
小人券

65才以上



施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

海老名運動公園総合体育館 大人・市内

（屋内プール・トレーニング室） 大人・市外

 Tel：046(235)7203 小・中学生（市内・市外） 小人券

高校生以上・市内

高校生以上・市外

海老名市北部公園体育館 大人・市内

（温水プール・トレーニング室） 大人・市外

Tel：046(292)3300 小・中学生（市内・市外） 小人券

高校生以上・市内

高校生以上・市外

えびな市民活動センター・ビナスポ 大人・市内 なし

（プール・トレーニング室） 大人・市外 300円

Tel：046(259)9450 小・中学生・市内 なし

小・中学生・市外 100円

高校生以上・市内 なし

高校生以上・市外 100円

高座施設組合屋内温水プール 大人券

Tel：046(238)8780 小人券

なし 大人券

入退場時間区分有 小人券

なし 大人券

入退場時間区分有 小人券

なし 大人券

入退場時間区分有 小人券

なし 大人券

入退場時間区分有 小人券

なし 大人券

入退場時間区分有 小人券

なし 大人券

入退場時間区分有 小人券

なし 大人券

入退場時間区分有 小人券

なし 大人券

入退場時間区分有 小人券

なし 大人券

入退場時間区分有 小人券

なし 大人券

入退場時間区分有 小人券

7/20～8/31
9：00～17：30  休業・毎週火・木・土曜日

7/20～8/31
9：00～17：30  休業・毎週月・水・金・日曜日

7/20～8/31
9：00～15：00  休業・毎週月・水・金・日曜日

7/20～8/31
9：00～15：00  休業・毎週月・水・金・日曜日

7/20～8/31
9：00～17：30  休業・毎週火・木・土曜日

7/20～8/31
9：00～17：30  無休

7/20～8/31
9：00～17：30  休業・毎週火・木・土曜日

7/20～8/31
9：00～15：00  休業・毎週火・木・土曜日

7/20～8/31
9：00～15：00  休業・毎週火・木・土曜日

大人
ブルー

小・中学生

小・中学生

座間市立相武台プール 小田急線「相武台前駅」下車、徒歩8分

小・中学生

9：00～20：30
休館・月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始、その他臨時休館あり

相鉄線「かしわ台駅」下車、徒歩7分

プール

なし ピンク

大人券

トレーニング 大人券

プール  9：30～20：30
トレーニング室  9：00～21：00（4区分入替制）
休館・不定休（要施設確認）
中学生以下のトレーニング室利用不可

大人券

トレーニング 大人券

座間市立中原プール 相鉄線「かしわ台駅」下車、徒歩15分

座間市立東原プール 相鉄線「さがみ野駅」下車、徒歩15分

大人
ブルー

小・中学生

大人
ブルー

小・中学生

大人
ブルー

座間市立ひばりが丘プール
小田急線「南林間駅」から相模大塚駅行バスで
「県公社東原団地」下車、徒歩3分

座間市立相模が丘プール 小田急線「小田急相模原駅」下車、徒歩20分

座間市立旭プール
小田急線「南林間駅」から相模大塚駅行バスで
「工機入口」下車、徒歩3分

大人
ブルー

小・中学生

大人
ブルー

小・中学生

座間市立入谷プール 相模線「入谷駅」下車、徒歩5分
大人

ブルー
小・中学生

座間市立座間公園プール 相模線「相武台下駅」下車、徒歩13分
大人

ブルー
小・中学生

座間市立広野プール 小田急線「相武台前駅」下車、徒歩20分
大人

ブルー
小・中学生

大人
ブルー

小・中学生

小田急線・JR相模線「厚木駅」下車、徒歩10分小田急線・相鉄線「海
老名駅」より徒歩20分

プール

ピンク

大人券

9：00～22:00
休館・毎月第2木曜日（祝祭日の場合はその翌日）、年末年始、その他臨時
休業あり
中学生以下のトレーニング室利用不可

小人券

トレーニング 大人券

7/20～8/31
9：00～17：30  休業・毎週火・木・土曜日

小田急線・相鉄線「海老名駅」から長後駅西口行バス「用田橋」下
車、徒歩5分

大人

なし ピンク

・座間市

座間市立立野台プール 小田急線「座間駅」下車、徒歩12分

プール  9：30～20：30
トレーニング室  9：00～21：00（4区分入替制）
休館・不定休（要施設確認）
中学生以下のトレーニング室利用不可

小田急線・相模線「厚木駅」下車、徒歩10分

プール

なし ピンク

・海老名市

区分 適用券



施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

秦野市鶴巻温泉  弘法の里湯 1日　　　　　　 500（300）円

Tel：0463(69)2641 2時間　　　　　300（100）円

土・日・祝 2時間            500（500）円

1日               200（100）円

2時間            100（なし）円

土・日・祝 2時間            200（200）円

名水はだの  富士見の湯 平日 300（100）円

Tel：0463(82)1026 休日 500（300）円

平日 100（なし）円

休日 200（100）円

秦野市立宮永岳彦記念美術館 なし

Tel：0463(78)9100 高校生以下無料

はだの丹沢クライミングパーク 大人券

Tel：0463(63)2630 中人券

小人券

秦野市カルチャーパーク

総合体育館トレーニングルーム

Tel：0463(84)3333

秦野市おおね公園 高校生以上 100円 大人券

（温水プール・トレーニング室）
70才以上（市内在住・7・
8月を除く平日限定）

中人券

Tel：0463(77)7888 小・中学生 小人券

大和市引地台温水プール 大人券

Tel：046(260)5757 小人券

大和スポーツセンター（トレーニング室）

Tel：046(261)6200

7/1～8/31（令和4年度参考）
9：00～18：00
中学生以上利用に限る
休館・第3月曜日（祝日又は振替休日の場合はその翌日）及び大会開催日
午前・午後入替制

・大和市

小田急線・相鉄線「大和駅」下車、徒歩5分 高校生以上
なし

4時間単位
ピンク 大人券

7/1～9/4
9：00～17：00
無休（天候等により休業する場合あり）

10:00～22:00
休館・毎月第2水曜日
（）内は市内在住・在勤
未就学児は無料

9：00～21：00
休館・第3月曜日（祝日又は振替休日の場合は翌日）、年末年始

大和スポーツセンタープール

大人券大人

大人

大人

イエロー

小田急線「渋沢駅」北口(02)大倉行神奈中バス15分、終点から徒歩7
分

イエロー

小田急線「秦野駅」から徒歩約20分、「秦野駅」南口から無料送迎バ
ス有

区分 適用券

小田急線「鶴巻温泉駅」北口下車、徒歩2分

なし
1枚につき1時間

レンタル（シューズ・チョーク）は別
途負担

小・中学生 小人券

大人 イエロー 大人券

小田急線・相鉄線「大和駅」下車、徒歩5分 中学生以上 なし ブルー

小田急・相鉄線「大和駅」下車、徒歩20分または小田急線「桜ヶ丘
駅」下車、徒歩15分

大人

3歳～小学生

なし
2時間単位（7～8月のみ）

時間超過別途負担
ピンク

10：00～18：00（7/20～8/31、9：30～18：00）
休館・月曜日（祝日及び振替休日の場合は翌日）及び年末年始　7/20～
8/31は無休

大人券

9：00～21：00（入館は20：30まで）
休館・毎月第3月曜日（休日の場合は翌日）、 12/29～1/3
未就学児は無料

小・中学生

高・大学生

秦野市カルチャーパーク水泳プール

小田急線「秦野駅」から桜土手経由又はカル チャーパーク前経由渋
沢駅北口行バスで「カルチャーパーク前」下車、又は富士見橋経由
高砂車庫前行バスで「カルチャーパーク前」下車
小田急線「渋沢駅」から桜土手経由又はカル チャーパーク前経由秦
野駅行バスで「カル
チャーパーク前」下車

なし ブルー

小田急線「東海大学前駅」下車、徒歩15分

プール

ピンク

9：30～21：00
休館・毎月第3月曜日（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/3 、プールのみ
2/1～28  秦野市総合体育館の登録カードをお持ちの方は、講習会免除
中学生以下のトレーニング室利用不可

なし

小田急線「秦野駅」から桜土手経由渋沢駅北口行バスで「カルチャー
パーク前」又は「文化会館前」下車・富士見橋経由高砂車庫行バスで
「カルチャーパーク前」下車  　　　　　　　　　　　　　　小田急線「渋沢
駅」から桜土手経由又はカルチャーパーク前経由秦野駅行バスで
「カルチャーパーク前」下車

高校生以上
なし

 2時間単位
時間超過別途負担

ピンク 大人券

9：00～21：30
休館・毎月第3月曜日及び12/29～1/3
初回利用時は講習会を受講し、登録カードを作成
秦野市おおね公園の登録カードをお持ちの方は講習会免除
中学生以下のトレーニング室利用不可

トレーニング 高校生以上
なし

2時間単位
時間超過別途負担

大人券

10:00～19:00（入館は18:30まで）
休館・毎週月曜日（祝日の場合は翌日）及び12/28～1/2

・秦野市

小田急線「鶴巻温泉駅」北口下車、徒歩2分

大人
平日

イエロー

大人券
10:00～21:00
休館・月曜日（祝日の場合は翌平日）、 12/31
（  ）内は市内在住・在勤
土・日・祝日は2時間利用のみ
未就学児は無料

小・中学生
平日

小人券

大人券



施設名（電話番号） 交通 利用者負担 備考

大人券

小人券

大人券

小人券

7/16～8/31
9：00～19：00

・愛川町

愛川町田代運動公園水泳プール
小田急線「本厚木駅」から田代経由半原行バスで「田代」下車、徒歩
2分

大人
なし ブルー

愛川町第1号公園プール
小田急線「本厚木駅」から内陸工業団地経由バスで「西4丁目」又は
「第1号公園前」下車

大人
なし ブルー

中学生以下

中学生以下

区分 適用券

7/16～8/31
9：00～19：00
天候により休業する場合あり


