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2021 年夏期のプールおよび遊園地における
「株主さまご優待 共通割引券」のお取り扱いについて
2021 年夏期のプールおよび遊園地における、
「株主さまご優待 共通割引券」のお取り
扱いについて、下表のとおりご案内いたします。なお、営業内容の詳細については、別紙
および各施設の公式 Web サイトをご確認ください。
株主の皆さまのご利用をお待ちしております。
※今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況等により、ご利用内容が変更になることが
ございます。
・対象施設について
施設名称

割引対象券種

西武園ゆうえんち

「○
得1 日レヂャーパック」、
「1 日レヂャー切符」、
「プール入場
券」を、当日窓口にてお買い求めの際にご利用になれます。

大磯ロングビーチ

「1 日券」
、
「2 時から割引券」を入場窓口にてご購入の際に、ご
利用になれます。

【別紙】
① 西武園ゆうえんち（
「プール」
・
「遊園地」
）
プール営業期間

2021 年 7 月 10 日（土）～2021 年 9 月 5 日（日）

営業時間

営業時間は日により異なります。詳細については、こちらをご確認
ください。

「株主さまご優待

「○
得1 日レヂャーパック」、
「1 日レヂャー切符」、「プール入場券」

共通割引券」のお取

を、当日窓口にてお買い求めの際にご利用になれます。

り扱い
正規料金

【プールと遊園地をご利用の場合】
・○
得1 日レヂャーパック （フリーパス（切符）+プール入場）
※西武園通貨 5,400 円分(450 園)付き
大人（中学生以上）

：9,500 円(税込)

大人（中学生以上）

特定日：9,700 円(税込)

小人（3 歳～小学生まで）

:8,500 円(税込)

小人（3 歳～小学生まで）特定日:8,700 円(税込)
・1 日レヂャー切符（フリーパス（切符）+プール入場）
大人（中学生以上）

：4,400 円(税込)

大人（中学生以上）

特定日：4,600 円(税込)

小人（3 歳～小学生まで）

:3,300 円(税込)

小人（3 歳～小学生まで）特定日:3,500 円(税込)
・障がい者料金、障がい者付添料金（1 日レヂャー切符）
大人（中学生以上）

：2,200 円(税込)

大人（中学生以上）

特定日：2,300 円(税込)

小人（3 歳～小学生まで）

:1,650 円(税込)

小人（3 歳～小学生まで）特定日:1,750 円(税込)

【プールのみご利用の場合】
・プール入場券
大人（中学生以上）

：2,900 円(税込)

大人（中学生以上）

特定日：3,100 円(税込)

小人（3 歳～小学生まで）

:1,900 円(税込)

小人（3 歳～小学生まで）特定日:2,100 円(税込)

・障がい者料金、障がい者付添料金（プール入場券）
大人（中学生以上）

：1,450 円(税込)

大人（中学生以上）

特定日：1,550 円(税込)

小人（3 歳～小学生まで）

:950 円(税込)

小人（3 歳～小学生まで）特定日:1,050 円(税込)
※特定日：8 月 7 日（土）
・8 日（日）
、8 月 14 日（土）
・15 日（日）
※「西武園通貨」…園内でお買い物や様々な体験をお楽しみいただ
く際に必要な通貨です。なお、プールエリアで
は西武園通貨はご利用になれません。
換算基準：10 園=120 円
（園内でも別途ご購入になれます。
）
※障がい者料金は「身体障がい者手帳」
「愛の手帳」
「療育手帳」
「精
神障がい者保健福祉手帳」の各手帳・障がい者手帳アプリ「ミラ
イロ ID」提示者に限ります。障がい者料金をご利用の際は、必
ずチケット売り場にて手帳等をご提示ください。
ご利用上のご注意

・チケットご購入の際は、必ず「株主さまご優待 共通割引券」を
チケット売場係員にお渡しください。
・他の優待券、割引券との併用は可能です。他の優待券、割引券等
の割引後の金額に応じて所定枚数をご利用になれます。
・割引対象券種以外のチケットおよび料金前払いの割引対象チケ
ット、園内での西武園通貨のご購入、駐車場、売店等ではご利用
になれません。
・旅行会社でお支払いの企画商品は、ご利用になれません。
・のりものやアトラクションには身長等の利用制限がある場合が
ございます。案内表示をご確認のうえ、ご利用ください。また、
安全管理上、係員の判断によりご利用をお断りさせていただく
場合がございます。
・のりものやアトラクションは、点検整備、工事、気候等の状況に
より、ご利用になれない場合がござます。
・暴力団およびその他の関係者、刺青・タトゥー（シール類含む）
等をされた方のご入園は固くお断りいたします。万が一、ご入園
された場合でも退園していただきます。その際の返金はいたし
ません。

公式ホームページ

https://www.seibu-leisure.co.jp/amusementpark/index.html

②大磯ロングビーチ
営業期間

2021 年 7 月 16 日（金）～2021 年 9 月 12 日（日）
なお、大磯プリンスホテルは、オリンピック セーリング村による
貸切営業を行うため、大磯ロングビーチ営業期間中のホテルのご
宿泊は、8 月 13 日（金）～9 月 12 日（日）となります。

営業時間

10 時 00 分～17 時 00 分

「株主さまご優待

「1 日券」
、
「2 時から割引券」を入場窓口にてご購入の際に、ご利

共通割引券」のお取

用になれます。

り扱い

なお、混雑緩和のため、入場制限がございます。混雑が予想される
「入場制限対象日」においては、事前に Web チケット「日付指定
整理券」
（取得時無料）を取得いただいたのちに、当日入場窓口に
て入場券をご購入ください。(大磯プリンスホテルご宿泊者さまを
除く) 詳細については、こちらをご確認ください。
※Web チケット「日付指定前売券」
（有料）をご購入した場合、
「株
主さまご優待 共通割引券」のご利用ができません。あらかじめ
ご了承ください。

ご利用料金

【一般のお客さま】
・1 日券
おとな

：4,200 円(税込)

中・高校生

：2,800 円(税込)

小学生・シニア（65 才以上）
：2,200 円(税込)
幼児（3 才～未就学児童）

：1,000 円(税込) ※7 月中は無料

※0 才～2 才のお子さまは無料でご利用になれます。
・2 時から割引券（14 時 00 分～営業終了）
おとな

：2,500 円(税込)

中・高校生

：1,800 円(税込)

小学生・シニア（65 才以上）：1,200 円(税込)
幼児（3 才～未就学児童）

：600 円(税込) ※7 月中は無料

※0 才～2 才のお子さまは無料でご利用になれます。

【SEIBU PRINCE CLUB 会員さま】
・1 日券
おとな

：3,300 円(税込)

中・高校生

：2,100 円(税込)

小学生・シニア（65 才以上）：1,700 円(税込)
幼児（3 才～未就学児童）

：850 円(税込) ※7 月中は無料

※0 才～2 才のお子さまは無料でご利用になれます。
※ご本人さま含め、同伴 5 名さままで適用となります。
※入場口にて会員カードをご提示ください。
※入場口にて SEIBU PRINCE CLUB へ入会することはできま
せん。
【ご宿泊のお客さま】8 月 13 日（金）～9 月 12 日（日）
・1 日券
おとな

：2,100 円(税込)

中・高校生

：1,400 円(税込)

小学生・シニア（65 才以上）：1,100 円(税込)
※0 才から未就学児童のお子さまは無料でご利用になれます。
・2 時から割引券（14 時 00 分～営業終了）
おとな

：1,250 円(税込)

中・高校生

：900 円(税込)

小学生・シニア（65 才以上）：600 円(税込)
※0 才から未就学児童のお子さまは無料でご利用になれます。
ご利用上のご注意

・チケットご購入の際は、必ず「株主さまご優待 共通割引券」を
チケット売場係員にお渡しください。
・他の優待券、割引券との併用は可能です。他の優待券、割引券等
の割引後の金額に応じて所定枚数をご利用になれます。
・割引対象券種以外のチケットおよび料金前払いの割引対象チケ
ット、駐車場、売店等ではご利用になれません。
・旅行会社でお支払いの企画商品は、ご利用になれません。
・暴力団およびその他の関係者、刺青・タトゥー（シール類含む）
等をされた方のご入園は固くお断りいたします。万が一、ご入園
された場合でも退園していただきます。その際の返金はいたし
ません。

公式ホームページ

https://www.princehotels.co.jp/pool/oiso/
以上

