
レクリエーション施設追加契約施設一覧表
⑴ レジャー施設　【年度利用回数：１施設１回】
県名 施　設　名 所在地および連絡先 開設期間 区分および利用料金 補助金額 備　考

栃
木
県

いちごの里
栃木県小山市大川島408
いちごの里農場
TEL 0285-33-1070

年　間 600円～ 2,000円 ※1) 700円

＊ 大人は小学生以上
＊ 小人は3歳以上
＊ 3歳未満無料
＊ 開設期間、利用料金は季節
ごとの味覚狩りにより異な
りますので、ホームページ
をご確認ください。
＊ 事前に電話予約が必要で利
用券を使用する旨を伝えて
ください。

NAOC
鬼怒川ラフティング

栃木県日光市
鬼怒川温泉滝871-2
TEL 0288-70-1181

4月～11月

大　人 6,500円～

2,000円

＊ 大人は中学生以上
＊ 小人は5歳～小学生
＊ 5歳未満の施設利用不可
＊ 開設期間、利用料金は利用
内容によって異なりますの
でホームページをご確認く
ださい。

小　人 4,500円～

群
馬
県

フォレスト＆
ウォーターみなかみ

群馬県利根郡みなかみ町
湯桧曽191-12
TEL 0278-72-8017

4月～11月

大　人 6,000円～

2,000円

＊ 大人は中学生以上
＊ 小人は利用内容によって異
なりますのでホームページ
をご確認ください。
＊ 開設期間、利用料金は利用
内容によって異なりますの
でホームページをご確認く
ださい。

小　人 5,000円～

たんばら
ラベンダーパーク

群馬県沼田市玉原高原
TEL 0278-23-9311

6月～ 9月 大　人 1,200円～ 700円
＊ 大人は中学生以上
＊ 小学生以下無料

埼
玉
県

ぶどうと苺の沼田園
埼玉県川越市的場135-2
TEL 049-231-3612

12月末～
5月初旬

大　人 1,500円　 1,000円
＊ 苺狩り40分食べ放題
＊ 料金は平成30年シーズン
料金となります。
＊ 大人は中学生以上
＊ 小人は小学生
＊ 幼児は3歳以上未就学児
＊ 2歳以下は無料
＊ ぶどうは利用補助対象外
＊ 事前に電話での予約が必要

小　人 1,300円　 700円

幼　児 1,000円　 700円

いちごハウス粕谷園
埼玉県狭山市沢1
TEL 090-1453-5531

12月～5月

大　人 2,200円　 1,500円 ＊ 大人は小学生以上
＊ 小人は3歳～未就学児
＊ 幼児は補助対象外
＊ 事前に電話予約が必要で共
済組合加入と伝える。小　人 1,600円　 1,000円

東秩父村和紙の里
埼玉県秩父郡
東秩父村大字御堂441
TEL 0493-82-1468

通　年 共　通

葉書 900円　

700円 ＊ そば、うどん打ち体験には
利用不可。色紙 850円　

ミニ
タペストリー 700円　

フォレスト
アドベンチャー・秩父

埼玉県秩父市久那637-2
TEL 070-5567-3335

通　年 共　通 3,600円　 1,500円

＊ 利用条件は、小学4年生以上
もしくは身長140㎝以上、
体重130㎏まで
＊ 中学生以下の利用の場合、
18歳以上の保護者同伴。
＊ 高校生の利用の場合は、保
護者の同伴は必要ありませ
んが、誓約書のご記入と地
上からの付添をお願いいた
します。

※１)　利用料金が補助金額を下回る場合は、当該利用料金の金額を補助金額とすること。
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お問い合わせ先　施設課　☎048-822-3304

都道府県名 契約解除施設名

埼玉県

イオンシネマ熊谷

フォレストサンズ長瀞

おがわ温泉　花和楽の湯

なめがわ温泉　花和楽の湯

ボルダリングジムOVERGROUND

■ 下記のレクリエーション施設については、2019年3月31日をもって契約解除となりましたの
でお知らせいたします。

⑵ 映画館　【年度利用回数：映画館の中から3回】
県名 施　設　名 所在地および連絡先 開設期間 区分および利用料金 補助金額 備　考

群
馬
県

イオンシネマ太田
群馬県太田市石原町81
イオンモール太田2F
TEL 0276-47-8600

年　間

一　　般 1,800円　

700円

＊ 作品により料金が異なる場
合があります。
＊ 学生割引は学生証をご提示
ください。
＊ 障がい者割引は、障がい者
手帳をご提示ください。
＊ 幼児は3歳以上
＊ 2歳から幼児料金が発生す
る作品があります。
＊ 55歳以上の方は、年齢確認
できるものをご提示ください。
＊ 夫婦50割引適用者は、同一
作品、同一時間の作品に限
ります。
＊ 夫婦50割引は、夫婦のうち
どちらかが50歳以上の場
合で適用となりますので、
身分証明書をご提示くださ
い。

大学生・高校生 1,500円　

小学生・中学生 1,000円　

幼　　児 900円　

障害者手帳を
お持ちの方付添の方

2名
1,000円　

55歳以上の方
50歳以上の夫婦
（一人当たり）

1,100円　

⑶ 日帰り温泉　【年度利用回数：日帰り温泉施設の中から3回】
県名 施　設　名 所在地および連絡先 開設期間 区分および利用料金 補助金額 備　考

埼
玉
県

西武秩父駅前温泉
祭の湯

埼玉県秩父市
野坂町1-16-15
TEL 0494-22-7111

通年

大　人

入館料 980円～

500円

＊ 大人は中学生以上
＊ 小人は3歳～小学生
＊ 2歳以下は無料
＊ 利用時間について、保護者
の同伴がない場合、中学生
は20時まで、高校生は21時
まで。

タオル
セット 1,200円～

館内着
セット 1,330円～

小　人
入館料 600円～

タオル
セット 820円～

おふろCafé
bivouac

埼玉県熊谷市久保島939
TEL 048-533-2614

通　年 大　人
フリー
タイム
入館

1,200円～ 500円

＊ 大人は中学生以上
＊ 利用補助対象は大人のみ
＊ 時間制・朝風呂・深夜追加
料金は補助対象外
＊ オンライン予約は補助対象
外

極楽湯　幸手店
埼玉県幸手市
東2-1-27
TEL 0480-44-4126

通　年 大　人 600円～ 500円
＊ 大人は中学生以上
＊ 利用補助対象は大人のみ
＊ 回数券は補助対象外

契約解除施設について
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