2014年 プール情報
名称
可美公園水泳場

期間/休み
屋内 一年中
屋外 7/1～8/31

浜松市南区増楽町920－2
☎053－449-0011

休業日 なし

ＴoＢiＯ

屋内 一年中
屋外 7/5 7/6 7/12 7/13 7/19～8/31

浜松市西区篠原町23982－1
☎053－489-5463

休業日 7/7,8/25 9月以降第1月曜日
屋外に子供用児童プール有り

北部水泳場

屋内 一年中
屋外 6/28～8/31 9/6 9/7

浜松市中区高丘西4－7－1
☎053－438-0220

浜北温水プール
（グリーンアクア）
浜松市浜北区平口5042－125
☎053－584-3023

休業日 なし 10/1～3/31施設改修の為休業

一年中
休業日 なし 点検の為月に1,2日休業日有り
※7/20～8/31は無休

浜名湖パルパルジャンボプール

7/12 7/13、7/19～8/31、9/6 9/7

浜松市西区舘山寺町1891
☎053－487-2121

期間中無休

料金

開場時間

その他

屋外
9：00～17：00
屋内
9：00～21：30（7、8月）
10：00～21：30（7、8月以外）

大人（高校生以上）
小・中学生
シニア(70歳以上)

幼児には保護者(水着着用）が必要。
￥410
小学２年生以下は中学生以上の付添い（水着着用）が必
￥200
要。
￥200
身障者は証明書を持参で無料。

屋内
月～土曜日 9：00～21：00
日曜日 9：00～19：30
屋外 9：00～18：00

大人（高校生以上）
中学生以下
シニア（65歳以上）

シニアは運転免許証、保険証など受付にご提示下さい。
￥750 障害者は証明書持参で半額。（介助者は１名まで無料）
￥370 屋内プールはスイミングキャップ着用。レンタルなし。購入
￥370 のみです。浮き輪はドーナツ型のみ使用可。
3歳未満、入場無料。

屋外 9：30～17：00
屋内
月～土曜日 9：30～21：00
日曜日・祝日 9：30～20：30

大人（高校生以上）
小人（小・中学生）

小学２年生以下は２人に付き１人、保護者（水着着用）が必
￥510 要。
￥250 高齢者（70歳以上）・身障者は証明書を持参で、料金半
額。

大人（高校生以上）
中学生以下

小学２年生以下は２人に付き1人保護者（水着着用）が必
要。
￥560
高齢者（70歳以上）・身障者は証明書持参でカードを発行
￥300
し、料金半額。
スイミングキャップ着用。レンタルなし。購入のみです。

通常
10：00～20：30
夏期営業（7／20～8／31）
9：00～20：30
通常
9：30～17：30
（最終入場17：00）
7/27 9：30～16：30
(花火大会の為)
8月の土日 8/11～8/15
9：00～17：30

大人（高校生以上）
中学生
小学生
幼児
シニア（６５歳以上）

￥2,200
￥1,900
￥1,400 パルパル入場料込みの料金です。
￥1,100
￥1,100

亀崎ファミリーランド
（雄踏総合公園内）
浜松市西区雄踏町宇布見9984－1
☎053－596-1894
(期間中 ☎053－596-1810）

弁天島海浜公園児童プール
浜松市西区舞阪町弁天島3775－2
☎053－592-0757

7/19～9/7
9：30～16：50

小学生以上

¥300

売店有り、持ち込みOK.。アルコール類は不可。

9：00～17：00
（最終入場16：30）

市内の方
市外の方
（4歳以上）

無料
利用は小学生以下、大人は付き添い一人まで無料。
￥210

期間中無休

7/20～8/31
期間中無休

名称
浜松市三ケ日B&G海洋センター
浜松市北区三ヶ日町都筑3116-24
☎053－526-2323

期間/休み
一年中
休業日 9/30～10/4 12/29～1/3

月～土曜日 9：00～21：00
日曜日 9：00～17：00

浜松市天竜Ｂ＆Ｇ海洋センター
浜松市天竜区二俣町阿蔵330－2
☎053ー922-0201

7/19～8/31 （7/12 7/13 プレオープン)

一年中
休業日 なし

大人（満15歳以上）
6月～9月
10月～5月
子供
6～9月
10～5月

その他
￥210
￥310

65歳以上・身障者（市内在住）は証明書提示にて無料。

￥100
￥150

10：00～17：30
(最終入場17:00)

大人（中学生以上）
小人（4歳～小学
生）
15：30～
大人
小人

￥1800
￥1200 無料駐車場100台有り
25mプール、お子様用プール
￥1300 スライダープールあります。
￥700

9：00～20：30
日祝 9:00～16:30 (7,8月
20:30)

大人（高校生以上）
中学生以下

温水プール。
￥410 シルバー（65歳以上）・身障者（市内在住の方）は証明書持
￥200 参で無料。（※市外のシルバー(70歳以上の方、身障者は
料金半額）

9：30～12：00
13：00～16：00

入場無料

9：00～17：00
(最終入場16:30)

大人（中学生以上）
４歳～小学生
14：00～

浜名湖東急サニーパーク
浜松市北区三ヶ日町大崎372
☎053-526-1515

料金

開場時間

浜松市屋外児童プール
浜松城公園児童プール
和地山公園児童プール
船越公園児童プール
相生公園児童プール
江之島プール
表浜公園児童プール
弁天島公園児童プール
☎053-473-1829

新居弁天わんぱくランド
湖西市新居町新居3288－201
☎053－576-1230
（期間中☎053－594-3812）

7/19～8/31

7/19～8/31
期間中無休
（荒天の場合休園）

竜洋海洋センタープール
（竜洋海洋公園内）
磐田市駒場6866－27
☎0538－66－5580

つま恋ウォーターパーク
掛川市満水2000
☎0537－24－1111

7/1～8/31
（屋内・屋外共通）

屋内
①9：00～12：00
②13：00～17：00
③18：00～20：30
大人（高校生以上）
(③の営業日はお問合せ下さ 小･中学生
い)
小学生未満
屋外
①9：00～12：00
②13：00～17：00

7/19～8/31 7/12 7/13 9/6 9/7
9：00～17：00
期間中無休

☆日程などは変更になることがありますので各窓口へお問合せ願います☆

利用は小学生以下。

￥500
近隣駐車場1,000台有り
￥300
（駐車料金￥500）
半額

スイミングキャップ必ず着用。レンタルなし。購入のみで
す。
￥210
3歳未満はお断り。
￥100
流れるプールは屋外。
￥50
3歳～小学2年生以下は2人に付き1人保護者（水着着用）
が必要。

大人（中学生以上）
飲食持ち込み・パラソル・バーベキュー・テーブル付イス・
￥2,300
小人
サマーベット持込禁止。フィン・シュノーケル禁止。
￥1,300
（3歳～小学生）
つま恋入場料込みの料金です。
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