大阪みどりのトラスト協会 協定施設一覧表 （下記の施設にて、優待のご協力をいただいています。ぜひご利用ください。）
会員割引のご利用方法…各施設ご利用の際に、会員証をご呈示ください。

（2021 年 3 月 31 日現在の価格です。）

※ 営業日・時間が変更になる場合があります。詳しい施設情報は、各ホームページをご確認いただくか、各施設に直接お問い合わせください。

施設名

優待の内容

登山・キャンプ・アウトドア専門店

ヨシミスポーツ 天王寺店
TEL：06-6772-7231

現金でお支払いの場合、店頭価格より
5％割引（一部商品を除く）

営業時間 ※
10：40～19：30
（日・祝：～19：00）
定休日：木曜日
※4 月・GW のお休み➜水曜日・木曜日
※29 日（木）の祝日は営業。※5 日（水）の祝日はお休。

http://www.yoshimisports.co.jp/

所在地（交通）
JR「天王寺」駅 北出口を東へ
徒歩 5 分
大阪市天王寺区南河堀 4-70

喫茶店・カフェ

喫茶ゼフィルス（Zephyrus）

飲みもの 50 円割引

現在 昼のみの営業
（11：30～15：00）
定休日：土・日・祝

JR「茨木」駅 西口徒歩 9 分
大阪府茨木市中穂積 1-7-47

TEL：072-624-4822
公立学校共済組合大阪宿泊所

ホテルアウィーナ大阪

近鉄「大阪上本町」駅より
徒歩 3 分
地下鉄「谷町九丁目」駅より
徒歩 8 分

宿泊施設利用料金を
組合員と同一料金に割引

TEL：06-6772-1441
大阪市天王寺区石ヶ辻町 19-12

https://www.awina-osaka.com/

JR 嵯峨野線「嵯峨嵐山」駅より
徒歩７分
京福電車「嵐電嵯峨」駅より
徒歩 5 分

公立学校共済組合 嵐山保養所

花のいえ
TEL：075-861-1545

宿泊施設利用料金を
組合員と同一料金に割引

京都府京都市右京区
嵯峨天龍寺角倉町 9

https://hananoie.gr.jp/
大和盆地が一望
金剛生駒 国民宿舎

葛城高原ロッジ
TEL：0745-62-5083
http://www.katsuragikogen.co.jp/

入浴料 500 円→250 円
山清水コーヒー 400 円→300 円
★ 会員証を呈示し割引利用券を提出
宿泊料金（1 泊 2 食）
日・平日の場合
大人１名 9,000 円より 10％引
土・祝前日の場合
大人１名 9,800 円より 10％引
※5 月 1 日～31 日、年末年始は除く

日帰り入浴（山の湯）
11：00～15：00
予約受付
9：00～19：00

近鉄「御所」駅
→「葛城登山口」駅
（奈良交通バス約 19 分）
ロープウェイ「葛城登山口」駅
→「葛城山上」駅（約 6 分）
奈良県御所市櫛羅 2569

施設名

優待の内容

営業時間 ※

金剛山国定公園内

千早川（ます釣り場)
TEL：0721-74-0116
http://chihayagawa.jp/

料金
１日（8:30～17:00）
3,900 円より 300 円割引
8:30～17:00
半日（8:30～12:00 or 12:00～17:00）
3,000 円より 300 円割引

所在地（交通）
近鉄河内長野線「富田林」駅
→金剛バスで「マス釣り場前」
南海高野線「河内長野駅」駅
→南海バスで 「マス釣り場前」
大阪府南河内郡千早赤阪村
大字千早 1262-4

太子町自然休養村

上の太子観光みかん園
TEL：0721-98-2552

みかん狩り
大人 1,000 円→900 円
小人
900 円→810 円
幼児
700 円→630 円

10 月 1 日～11 月 30 日
9:30～16：30

近鉄南大阪線「上ノ太子」駅
徒歩 20 分（無料送迎バスあり）
大阪府南河内郡太子町春日 443

http://taishi-mikan.com/
10:00～17：00（入館は 16：00）

見て・体験して・参加してたのしもう！

～休館日～

きしわだ自然資料館
TEL：072-423-8100
https://www.city.kishiwada.osaka.

団体入場料にて入場
大人 200 円→140 円
（特別展 400 円→280 円）
中学生以下無料

TEL：072-431-3251
https://www.city.kishiwada.osaka.

〇祝日・休日の翌日（土曜日・日曜日･祝日は開館）
〇毎月末日（12 月は 28 日；土曜日･日曜日・祝日は開館）
〇敬老の日の前日と前々日（だんじり祭り）

南海鉄道「岸和田」駅から徒歩 15
※お城まつり期間中の指定日（令和 2 年 4 月 1 日～5 日） 分
は午後 8 時 30 分まで（入場は午後 8 時まで）
「蛸地蔵」駅から徒歩 10 分
10:00～17：00（入館は 16：00）

団体入場料にて入場
大人 300 円→210 円
中学生以下無料

〇毎週月曜日（月曜日が祝日・休日の場合、及びお城まつ
り期間中（4 月 1 日～15 日）は開場）
※令和 3 年 4 月 12 日（月）
・4 月 14 日（水）臨時休場
〇展示替の期間（臨時休場）

南海本線「蛸地蔵駅」より徒歩 7 分

岸和田だんじり祭りのすべてがわかる

TEL：072-436-0914
https://kishibura.jp/danjiri/danj
irikaikan.html

岸和田市岸城町 9-1

〇年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

jp/soshiki/36/kishiwadajyo.html

岸和田だんじり会館

岸和田市堺町 6-5

〇展示替期間（臨時休館）

城跡は大阪府の史跡

岸和田城

〇毎週月曜日（祝日・休日は開館）

〇年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

jp/site/shizenshi/
庭園は国の名勝

南海本線「岸和田」駅より
徒歩 15 分

団体入場料にて入場
大人 600 円→400 円
小・中学生 300 円→200 円

10:00～17：00（入館は 16：00）
～休館日～
〇月曜日（祝祭日の場合は開館）
〇年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

岸和田市本町 11-23

