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◆　販売枚数に制限はありませんが，1度に郵送できるのは2万円までです。
◆　振込用紙は事業所名でもお出しできますので，注文時にお伝えください。

◆ 会員1人年間３枚までとします。

区　分

普 通 車

軽 自 動 車

中 型 車

会員料金 一般料金販 売 単 位

【安芸灘大橋通行券】

【ゴルフ練習場プリペイドカード】

１組４枚

１組４枚

１組４枚

1,900円

1,500円

2,300円

2,800円

2,200円

3,400円

施設名 会員料金 一般料金

8,000円

8,800円

9,000円

10,000円

11,000円

10,000円

ＫＳＰゴルフガーデン

呉二河峡ゴルフセンター

仁方ゴルフセンター

呉市焼山町能登呂463－1 
☎0823－34－3500

呉市焼山松ヶ丘2－1－1 
☎0823－33－0088

呉市仁方本町3－615－1 
☎0823－79－6161

　各種チケットを割引販売します。広報誌「くれきんセンターニュース」でもご案内します。

センターでのチケットのお受取りにご協力ください。
◇ センターではチケット受取りスタンプカードを発行しております。
◇ センターでチケット（または利用券）をお受取りの場合，１回にスタンプ１個押します。   
　　スタンプが２０個になりましたら，１，０００円分のクオカード１枚と交換します。
　　複数枚の合算不可。
◇　紛失の場合，再発行は出来ません。
◇ スタンプカードの有効期限はありません。

1.   センターに電話またはＦＡＸで，会員番号，氏名，希望するチケットの枚数（または組数）をご連絡く
ださい。

2. センターからチケットと振込用紙を送付します。
3.　１週間以内に料金をお振り込みください。

利　用　方　法

◆　会員1人年間３組（呉浴場組合と湯楽里合わせて）までとします。
◆　制限枚数を超えた場合は，オーバー分の料金で販売いたします。制限枚数は設けておりませんが,1回の購入枚数に
　　ついては5組までとします。
※

【入浴券】
施　設　名 会員料金（オーバー分） 一般料金販 売 単 位

１組10枚

１組10枚

4,100円

5,400円

会員料金

3,100円

4,500円

4,500円

6,500円

呉浴場組合

スーパー銭湯 湯楽里

※組合加盟店下記参照

　鶴乃湯・明神湯・呉温泉・そてつ湯・ゆーとぴあ・オリーブ温泉・赤ビル温泉

呉市広古新開3－2－28
☎0823－73－1126

◆　会員1人年間１５組までとします。
◆　会員証提示でゆったりコース150円引，さっぱりコース100円引（会員と同居家族対象），会員料金で購入済の
　　チケットと併用不可。

施　設　名 会員料金 一般料金販 売 単 位

１組2枚
（さっぱりコース）

1,900円 2,500円
大和温泉物語
呉市宝町2－50レクレ5F・6F
☎0823－24－1126

◆　会員１人年間３組までとします。
◆　年間制限枚数を超えた場合は桂浜温泉舘で会員証を呈示されますと１回５５０円（一般料金 ６００円）で
　　ご利用いただけます。（利用範囲は会員とその家族）

施　設　名 会員料金 一般料金販 売 単 位

１組11枚 5,000円 6,000円
桂浜温泉館
呉市倉橋町431
☎0823－53－2575

グリーンピアせとうち

◆　会員1人年間１０枚までとします。
◆　年間制限枚数を超えた場合は会員証を呈示されますと１人200円引きのお値段でご利用いただけます。
　　（利用範囲は会員とその家族）

施　設　名 会員料金 一般料金販 売 単 位

１枚 600円 1,000円
お湯都ぴあ
呉市安浦町三津口326－48
☎0823－84－6624

◆　会員1人年間1組までとします。

施　設　名 会員料金 一般料金販 売 単 位

１組11枚 6,000円 7,000円
瀬戸内オーシャンスパ汐音
呉市警固屋8丁目16－12 
☎0823－20－2212

各種チケット販売

◆　会員1人年間３組（呉浴場組合と湯楽里合わせて）までとします。
◆　制限枚数を超えた場合は，オーバー分の料金で販売いたします。制限枚数は設けておりませんが,1回の購入枚数に
　　ついては5組までとします。
※

【入浴券】
施　設　名 会員料金（オーバー分） 一般料金販 売 単 位

１組10枚

１組10枚

4,100円

5,400円

会員料金

3,100円

4,500円

4,500円

6,500円

呉浴場組合

スーパー銭湯 湯楽里

※組合加盟店下記参照

鶴乃湯・明神湯・呉温泉・そてつ湯・ゆーとぴあ・オリーブ温泉・赤ビル温泉

呉市広古新開3－2－28
☎0823－73－1126

◆ 会員1人年間１５組までとします。
◆ 会員証提示でゆったりコース150円引，さっぱりコース100円引（会員と同居家族対象），会員料金で購入済の
チケットと併用不可。

施　設　名 会員料金 一般料金販 売 単 位

１組2枚
（さっぱりコース）

1,900円 2,500円
大和温泉物語
呉市宝町2－50レクレ5F・6F
☎0823－24－1126

◆　会員１人年間３組までとします。
◆　年間制限枚数を超えた場合は桂浜温泉舘で会員証を呈示されますと１回５５０円（一般料金 ６００円）で
　　ご利用いただけます。（利用範囲は会員とその家族）

施　設　名 会員料金 一般料金販 売 単 位

１組11枚 5,000円 6,000円
桂浜温泉館
呉市倉橋町431
☎0823－53－2575

グリーンピアせとうち

◆　会員1人年間１０枚までとします。
◆　年間制限枚数を超えた場合は会員証を呈示されますと１人200円引きのお値段でご利用いただけます。
　　（利用範囲は会員とその家族）

施　設　名 会員料金 一般料金販 売 単 位

１枚 600円 1,000円
お湯都ぴあ
呉市安浦町三津口326－48
☎0823－84－6624

◆　会員1人年間1組までとします。

施　設　名 会員料金 一般料金販 売 単 位

１組11枚 6,000円 7,000円
瀬戸内オーシャンスパ汐音
呉市警固屋8丁目16－12 
☎0823－20－2212

閉店閉店閉店閉店

施　設　名 制限あり
（呉浴場組合と合わせて年間３組まで） 制限なし

スーパー銭湯　雲母の里

東広島市黒瀬町兼広885-6
0823ー82ー1126

サウナ付き ６，５００円
（８，０００円）

７，５００円
（８，０００円）

１組１０枚 ３，１００円 ４，５００円４，１００円

サウナなし 4，５００円
（6，０００円）

5，５００円
（6，０００円）

※チケットは１１枚１組で販売（　　）内は一般料金

閉店

施　設　名 制限あり
（呉浴場組合と合わせて年間３組まで） 制限なし

スーパー銭湯　雲母の里

東広島市黒瀬町兼広885-6
0823ー82ー1126

サウナ付き ６，５００円
（８，０００円）

７，５００円
（８，０００円）

１組１０枚 ３，4００円 ４，8００円４，4００円

サウナなし 4，５００円
（6，０００円）

5，５００円
（6，０００円）

※チケットは１１枚１組で販売（　　）内は一般料金

◆　会員１人年間３組までとします。
◆　制限枚数を超えた場合は、オーバー分の料金で販売いたします。 制限枚数は設けておりませんが、１回の購入枚数に
　　ついては５組までとします。

鶴乃湯・明神湯・呉温泉・そてつ湯・ゆーとぴあ・オリーブ温泉・赤ビル温泉※

施　設　名 販 売 単 位 会員料金 一般料金会員料金
（オーバー分）

呉浴場組合
※組合加盟店下記参照

１組１０枚 ３，4００円 ４，8００円４，4００円

◆　会員１人年間３組までとします。
◆　年間制限枚数を超えた場合は桂浜温泉館で会員証を呈示されますと１回５５０円（一般料金６００円）で
　　ご利用いただけます。（利用範囲は会員とその家族）

施　設　名 販 売 単 位 会員料金 一般料金

桂浜温泉館
呉市倉橋町４３１
☎0823ー53ー2575

１組１1枚 6，0００円 7，0００円
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◆　会員1人年間３組（呉浴場組合と湯楽里合わせて）までとします。
◆　制限枚数を超えた場合は，オーバー分の料金で販売いたします。制限枚数は設けておりませんが,1回の購入枚数に
　　ついては5組までとします。
※

【入浴券】
施　設　名 会員料金（オーバー分） 一般料金販 売 単 位

１組10枚

１組10枚

4,100円

5,400円

会員料金

3,100円

4,500円

4,500円

6,500円

呉浴場組合

スーパー銭湯 湯楽里

※組合加盟店下記参照

　鶴乃湯・明神湯・呉温泉・そてつ湯・ゆーとぴあ・オリーブ温泉・赤ビル温泉

呉市広古新開3－2－28
☎0823－73－1126

◆　会員1人年間１５組までとします。
◆　会員証提示でゆったりコース150円引，さっぱりコース100円引（会員と同居家族対象），会員料金で購入済の
　　チケットと併用不可。

施　設　名 会員料金 一般料金販 売 単 位

１組2枚
（さっぱりコース）

1,900円 2,500円
大和温泉物語
呉市宝町2－50レクレ5F・6F
☎0823－24－1126

◆　会員１人年間３組までとします。
◆　年間制限枚数を超えた場合は桂浜温泉舘で会員証を呈示されますと１回５５０円（一般料金 ６００円）で
　　ご利用いただけます。（利用範囲は会員とその家族）

施　設　名 会員料金 一般料金販 売 単 位

１組11枚 5,000円 6,000円
桂浜温泉館
呉市倉橋町431
☎0823－53－2575

グリーンピアせとうち

◆　会員1人年間１０枚までとします。
◆　年間制限枚数を超えた場合は会員証を呈示されますと１人200円引きのお値段でご利用いただけます。
　　（利用範囲は会員とその家族）

施　設　名 会員料金 一般料金販 売 単 位

１枚 600円 1,000円
お湯都ぴあ
呉市安浦町三津口326－48
☎0823－84－6624

◆　会員1人年間1組までとします。

施　設　名 会員料金 一般料金販 売 単 位

１組11枚 6,000円 7,000円
瀬戸内オーシャンスパ汐音
呉市警固屋8丁目16－12 
☎0823－20－2212

※3ヶ月定期券の購入について，次の点にご注意ください。
　①　センターでは定期券の氏名欄にお申し込みいただいた会員の
　　　氏名を記入してお渡します。
　　 （会員以外の方はご利用になれません）
　②　一度お申し込みになった定期券のキャンセルはできません。

◆　入場券購入は，呉市営温水プール，呉市川尻温水プール，ウイングくらはしを合わせて会員１人年間8組まで
　　（一般・高校生以下合わせて）とします。

◆　会員1人2組（一般・高校生以下合わせて）までとします。
◆　幼児も入場券が必要です。
◆　入場券は7・8月のみ販売します。

呉市総合体育館
（オークアリーナ）
年間購入例▶

定期券     ＋     回数券
1枚 6組（66枚）
2枚 4組（44枚）
3枚 2組（66枚）
4枚 －
0 8組（88枚）

◆　定期券は会員1人年間4枚まで，回数券は会員1人年間8組までとします。詳しくは年間購入例を参照してください。

【呉市総合体育館 定期券・回数券】
施　設　名 会員料金 一般料金区 分

定 期 券

回 数 券

1枚

11枚1組

販売単位

6,000円

3,600円

7,400円

4,500円

呉市総合体育館
（オークアリーナ）
呉市広大新開1－7－1
☎0823－74－0909

施　設　名 会員料金 一般料金区 分 販売単位

アクアパーク（市営プール）
呉市二河町2－2
☎ 0823－32－2227

一 般

高校生以下

11枚1組

11枚1組

3,500円

1,750円

5,000円

2,500円
呉市川尻温水プール（かわせみプール）
呉市川尻町久俊1－1－10
☎ 0823－87－5555

一 般

高校生以下

11枚1組

11枚1組

4,200円

2,000円

1回 600円

1回 300円

一 般

高校生以下

11枚1組

11枚1組

4,200円

2,100円

6,000円

3,000円

ウィングくらはし
呉市倉橋町桂浜
☎ 0823－50－2018

施　設　名 会員料金 一般料金区 分

一 般

高校生以下

11枚1組

11枚1組

販売単位

1,600円

　800円

2,000円

1,000円

呉市営プール（二河プール）
呉市二河町
☎ 0823－21－4302

呉市営温水プール（広）
呉市広古新開2－1－6
☎ 0823－73－6325

※3ヶ月定期券の購入について，次の点にご注意ください。
　①　センターでは定期券の氏名欄にお申し込みいただいた会員の
　　　氏名を記入してお渡します。
　　 （会員以外の方はご利用になれません）
　②　一度お申し込みになった定期券のキャンセルはできません。

◆　入場券購入は，呉市営温水プール，呉市川尻温水プール，ウイングくらはしを合わせて会員１人年間8組まで
　　（一般・高校生以下合わせて）とします。

◆　会員1人2組（一般・高校生以下合わせて）までとします。
◆　幼児も入場券が必要です。
◆　入場券は7・8月のみ販売します。

呉市総合体育館
（オークアリーナ）
年間購入例▶

定期券     ＋     回数券
1枚 6組（66枚）
2枚 4組（44枚）
3枚 2組（66枚）
4枚 －
0 8組（88枚）

◆　定期券は会員1人年間4枚まで，回数券は会員1人年間8組までとします。詳しくは年間購入例を参照してください。

【呉市総合体育館 定期券・回数券】
施　設　名 会員料金 一般料金区 分

定 期 券

回 数 券

1枚

11枚1組

販売単位

6,000円

3,600円

7,400円

4,500円

呉市総合体育館
（オークアリーナ）
呉市広大新開1－7－1
☎0823－74－0909

施　設　名 会員料金 一般料金区 分 販売単位

アクアパーク（市営プール）
呉市二河町2－2
☎ 0823－32－2227

一 般

高校生以下

11枚1組

11枚1組

3,500円

1,750円

5,000円

2,500円
呉市川尻温水プール（かわせみプール）
呉市川尻町久俊1－1－10
☎ 0823－87－5555

一 般

高校生以下

11枚1組

11枚1組

4,200円

2,000円

1回 600円

1回 300円

一 般

高校生以下

11枚1組

11枚1組

4,200円

2,100円

6,000円

3,000円

ウィングくらはし
呉市倉橋町桂浜
☎ 0823－50－2018

施　設　名 会員料金 一般料金区 分

一 般

高校生以下

11枚1組

11枚1組

販売単位

1,600円

　800円

2,000円

1,000円

呉市営プール（二河プール）
呉市二河町
☎ 0823－21－4302

呉市営温水プール（広）
呉市広古新開2－1－6
☎ 0823－73－6325

6,000円 7,000円

0823－32－2227

6,000円 7,000円

0823－32－2227

施　設　名 制限あり 制限なし その他

スーパー銭湯　雲母の里

東広島市黒瀬町兼広885-6
☎0823ー82ー1126

サウナ付き ６，５００円
（８，０００円）

７，５００円
（８，０００円）

サウナなし 4，５００円
（6，０００円）

5，５００円
（6，０００円）

★【制限あり】雲母の里サウナ付き・雲母の里サウナなし・大和温泉の三種を合わせて年間３組
　（　）内は一般料金

７，５００円
（９，０００円）

８，５００円
（９，０００円）

区分

SPA　SOLANI　大和温泉
呉市宝町2－５０ レクレ5F・6F
☎0823ー２４ー11７１

１１枚１組

１０回分
有効期間半年間
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◆　バーチャルバッティング，体感スポーツゲームでご利用いただけます。(ピンポンは現金のみ）

◆　会員１人年間５枚までとします。
◆　会員証提示で会員を含む5名まで常設展の観覧料金100円割引（会員料金で購入の観覧券と併用不可）

　呉市立美術館，ひろしま美術館，広島県立美術館，蘭島閣美術館で開催される特別展の入場券をお得な
割引価格で販売します。詳しくは「くれきんセンターニュース」でお知らせします。

【美術館】

　呉市文化振興財団，蘭島文化振興財団等が主催する演劇，コンサート等のチケットをお得な割引価格で
販売します。詳しくは「くれきんセンターニュース」でお知らせします。

【演劇・演奏会】

　プロ野球観戦，サッカー観戦のチケットをお得な割引価格で販売します。詳しくは「くれきんセンター
ニュース」でお知らせします。

【スポーツ観戦等】

3 回 券 1　枚 600円 800円メジャー・フィールド
呉市宝町2－8
☎0823－20－1189

施　設　名 会員料金 一般料金区 分

常 設 展 1　枚

販売単位

250円 500円

呉市海事歴史科学館
（大和ミュージアム）
呉市宝町5－20
☎0823－25－3017

◆　ジェフグルメカードは全国共通お食事券です。
◆　会員1人年間10組までとします。

◆　COCOS，  ジョリーパスタ，  ガスト，  　
　　ロイヤルホスト，  吉野家，  なか卯，  モスバーガー，  
　　ケンタッキーフライドチキン，  パルコ（レストラン街）など

◆　バーチャルバッティング，体感スポーツゲームでご利用いただけます。(ピンポンは現金のみ）

◆　会員１人年間５枚までとします。
◆　会員証提示で会員を含む5名まで常設展の観覧料金100円割引（会員料金で購入の観覧券と併用不可）

　呉市立美術館，ひろしま美術館，広島県立美術館，蘭島閣美術館で開催される特別展の入場券をお得な
割引価格で販売します。詳しくは「くれきんセンターニュース」でお知らせします。

【美術館】

　呉市文化振興財団，蘭島文化振興財団等が主催する演劇，コンサート等のチケットをお得な割引価格で
販売します。詳しくは「くれきんセンターニュース」でお知らせします。

【演劇・演奏会】

　プロ野球観戦，サッカー観戦のチケットをお得な割引価格で販売します。詳しくは「くれきんセンター
ニュース」でお知らせします。

【スポーツ観戦等】

チケット名 会員料金 一般料金

1組10枚

販売単位

4,600円 5,000円ジェフグルメカード

【バッティングセンタープリペイドカード】
施　設　名 会員料金 一般料金区 分

3 回 券 1　枚

販売単位

600円 800円

バーチャル・バッティング・ドーム
メジャー・フィールド
呉市宝町2－8
☎0823－20－1189

施　設　名 会員料金 一般料金区 分

常 設 展 1　枚

販売単位

250円 500円

呉市海事歴史科学館
（大和ミュージアム）
呉市宝町5－20
☎0823－25－3017

　各種イベントを開催します。
　利用方法等詳しくは，広報誌「くれきんセンターニュース」でお知らせいたします。
　　◆　ビアパーティー　　　　　　
　　◆　年忘れパーティー　
　　◆　フラワーアレンジメント教室
　　◆　ボウリング大会
　　◆　食事会　など

イベント

取り扱い調整中


	guidebook_p8_p10.pdf
	guidebook_p8_p10
	guidebook_p8

	guidebook_p10

	guidebook_p8合成用
	guidebook_p9合成用



