
 

  

空庭温泉 OSAKA BAY TOWER 

 

長島温泉 湯あみの島 

 

宝塚歌劇 公演チケット 【1 会員様 お申込み 1 回限り ※最大 4 枚まで】 

 

「安土桃山時代の大阪の街にタイムスリップ」をコンセプトに、古き良き時代の

日本らしきに和モダンを融合。地下 1,000m から湧き出す天然かけ流し温泉、

露天風呂、屋上日本庭園、リラクゼーション、料理、和スイートなどを浴衣スタ

イルの館内着でお楽しみいただけます。 

  入館受付時フロントにて会員証を提示いただくと、会員様を含む 5 名様まで入館料が会員料金にて利用可能 

 

場 所 大阪市港区弁天 1-2-3 TEL:06-7670-5126  

JR 大阪環状線・大阪メトロ中央線「弁天町」駅直結 

1,100 台収容の地下有料駐車場完備 

11:00～翌 9:00(定休日：不定休月 1 回) 

  ※現在、短縮営業(11:00～23:00(最終入館 22:00))となっております。

営業時間・定休日は事前に公式 HP でご確認ください。 

※タオル・館内着・各種アメニティ・消費税・入湯税を含む。※4 歳未満の入館は無料。※他のプラン・割引優待との併用はできません。※16 歳未満のみで

の利用は 19 時迄、18 歳未満のみでの利用は 22 時迄です。※深夜 1:00 以降の利用には別途深夜料金が必要です。※特定日は、ゴールデンウィーク・年末

年始等別途定める日です。※ご利用の際は、事前に公式 HP の利用規約をご確認ください。  

会員料金 通常料金

平日 2,526円 2,790円

土･日･祝 2,724円 3,010円

特定日 2,922円 3,230円

平日 1,188円 1,320円

土･日･祝 1,287円 1,430円

特定日 1,386円 1,540円

大人

(13歳以上)

こども

(4～12歳)

区分

券種

利用方法 

営業時間 

公式 HP 

『湯あみの島入館券 + ナガシマスパーランド入場券』のお得なセット 

  

男女合わせて 17 種類の露天風呂内湯が揃う 33,000 ㎡の大スケール。本物を追求したこだわりの露天風呂では、四季を通じて

美しい花木がご覧いただけます。渓流の名所「奥入瀬渓流」などの雄大な景観や、日本最大級の岩盤浴施設をお楽しみください。 

  
～2023 年 2 月 28 日(火) 

  
場 所 三重県桑名市長島町浦安 333 

  

※詳細情報につきましては、公式 HP にてご確認ください。 

  

利用期間 

－歌謡曲ファンに大好評の「長島温泉歌謡ショウ」－ 

日本歌謡史に燦然と輝く懐かしい名曲などを、豪華出演者が素敵な歌声や楽しいトーク

で、ステージを盛り上げます。(3F 大広間) 

公式 HP 

申込方法 事務局まで申込フォーム･FAX･E メールにて 

事業所名･会員氏名･区分･必要枚数をご記入の上、お申込みください。 

区分 会員料金 通常料金

大人(中学生以上) 1,200円 2,100円

小学生 800円 1,300円

幼児(2歳以上) 300円 700円

取寄･抽選 
公式 HP 

柚香 光、星風 まどか 

宝塚大劇場 

 

2023 年 1 月 8 日(日) 

11:00 開演 

S 席 10 席(抽選) 

7,800 円(通常 8,800 円) 

事務局まで、申込フォーム･FAX･E

メールにて、事業所名･会員氏名･

必要枚数をお伝えください。 

11 月 15 日(火) 

※抽選結果は 11 月 22 日(火)までに 

ご連絡いたします。 

※12 月上旬～中旬のお渡し予定とな

ります。窓口に受け取りの際に、お

支払いお願いいたします。 

©宝塚歌劇団(イメージ) 

ミュージカル･ロマン『うたかたの恋』 

原作/クロード･アネ 

脚本/柴田 侑宏 潤色･演出/小柳 奈穂子 

タカラヅカ･スペクタキュラー 

『ENCHANTEMENT(アンシャントマン)』 

－華麗なる香水(パルファン)－ 

作･演出/野口 幸作 

場 所 

日 時 

出 演 

宝塚歌劇 花組 

座 種 

料 金 

申込方法 

申込締切 

窓 口 

tel:06-7670-5126


 

みかん狩り共通無料入園券プレゼント 【1 会員 4 枚限定】 

 

手ぶらで釣り教室 (9 市共催) 

 

日 時 11 月６日(日) 

※海の安全について諸注意、釣りの指導などもあります。※小雨決行 

大阪府立青少年海洋センター大阪府泉南郡岬町淡輪 6190(玄関前駐車場あり) 

  
100 名(9 市 SC 合計) 

料 金 大人 3,500 円(通常 5,000 円) 

小人(4 歳～小学校 6 年生)3,000 円(通常 4,000 円)  

※料金には貸しさお・えさ・仕掛け・氷・バケツ・保険代・施設利用料含む。さおの持ち込みは不可。 

※見学のみの場合 大人:2,000 円 小人:1,000 円(施設利用料が必要のため) 

  

事務局まで FAX･郵送にて、下記の【申込書】に必要事項をご記入の上お申込ください。 

申込みフォーム･E メールからでもお申込みいただけます。 

  
10 月 13 日(木) 必着  

  

㈱ライフサポート関西 担当：吉本 博一・西村 清正(TEL:050-3562-0852) 

請求書･案内書は上記企業より送付されます。 

 

※申込多数の場合は抽選。※汚れてもよい服装でご参加ください。※水分補給のため、飲み物を

ご持参ください。※釣った魚は持ち帰っていただきます。クーラーボックスをご準備ください。 

  

※申込締切後のキャンセル及び当日ご欠席の場合でも参加費の返金はございません。予めご了承ください。 

  

[集合] 午前 8:00 開始：午前 8:30～ [終了] 午前 11:00 頃の予定 

㊦申込書 

  

集合場所 

募集人数 

申込方法 

申込締切 

企画･実施 

自然環境が豊かに残る大阪府最南端の岬町で秋の行秋シーズンを満喫！ 

心も体もリフレッシュしてみませんか♪ 

釣りインストラクターによるサポートもあるので、釣り経験のない方でも安心してご参加いただけます。  

『みかん狩り共通無料入園券』をプレゼント! 現地ではみかんが食べ放題! 

内 容 みかん狩り共通無料入園券プレゼント 

  
※現地でのみかん食べ放題。お土産は別料金。 

  10 月 15 日(土)～11 月 27 日(日)  

10:00～16:00 

  
ご利用前に各園へご予約をお願いいたします。 

  事務局まで、申込みフォーム･FAX･E メールにて

事業所名･会員氏名･必要枚数をお伝えください。 

  
11 月 24 日(木) 

  

利用日時 

事前予約 

申込方法 

申込締切 

井川みかん園

やぶ果樹園

[住所]貝塚市三ケ山 396 

[TEL]072-447-0891 

[住所]貝塚市三ケ山 1218-1 

[TEL]072-447-0891 

公式 HP 

公式 HP 

※施設の詳細は公式 HP よりご確認ください。 

公式 HP 

窓 口 

窓 口 
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お問合せ 


