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日本一高いビル「あべのハルカス」の展望台「ハルカス３００」（大阪市阿倍野区）と、世界最大級の水族館「海

遊館」（大阪市港区）は、昨年に引き続き新たなコラボレーション企画を実施することとなりましたのでお知らせ

いたします。 

 

「ハルカス３００」では、平成２７年５月２３日から年間パスポート「ハルカス３００ プレミアムパス」を発

行しています。このたび発行１周年を記念して、平成２８年６月１日（水）から、「ハルカス３００ プレミアムパ

ス」の特典として、海遊館の「ガイドツアー」と「音声ガイド」の２００円割引が追加されます。 

同時に、海遊館の年間パスポートの特典として、ハルカス３００の「ヘリポートツアー」と「HARUKAS 

WINDOW」の２００円割引が追加されます。 

この相互特典導入にあわせて、平成２８年６月１日（水）から平成２８年９月３０日（金）まで、両施設の年間

パスポート保有者を対象にしたスタンプラリー「空と海のスタンプラリー」を開催いたします。 

 今後も「ハルカス３００」および「海遊館」では、大阪を代表する近鉄グループのレジャー施設として、お客様

に喜んでいただける連携策を実施し、大阪の活性化を推進してまいります。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

（ハルカス３００プレミアムパス）              （海遊館年間パスポート） 

（パスポートのデザインは予告無く変更することがあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年５月２３日 

近鉄不動産株式会社 

株式会社海遊館 

近鉄グループホールディングス株式会社 

 

大阪を代表する「空」と「海」のレジャー施設の連携企画第３弾 

ハルカス３００（展望台）× 海遊館 年間パスポートで新コラボレーション 

～記念キャンペーンも開催～ 
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「ハルカス３００」× 「海遊館」 年間パスポートコラボレーション企画の概要 

 

１．ハルカス３００・年間パスポート「ハルカス３００ プレミアムパス」の特典追加 

   ①追加内容  海遊館「ガイドツアー（A・Bコース）」、「音声ガイド」の割引 

   ②割引価格  300円／お一人様（通常 500円） 

          ※「ハルカス３００ プレミアムパス」を海遊館エントランスビル３階サービスカウンターで

提示していただくと年間パスポート所有の方のみ割引が受けられます。 

          ※海遊館入館料は、別途、必要です。 

  ③開 始 日  平成 28年６月１日（水） 

 

２．海遊館・年間パスポートの特典追加 

   ①追加内容  ハルカス３００「ヘリポートツアー」、「HARUKAS WINDOW」（ハルカス３００からの

眺望情報を知ることが出来る端末）の割引 

②割引価格  300円／お一人様（通常 500円） 

          ※海遊館の年間パスポートをハルカス３００  60 階インフォメーションカウンターで提示

していただくと年間パスポート所有の方のみ割引が受けられます。 

          ※ハルカス３００入場料は、別途、必要です。 

③開 始 日  平成 28年６月１日（水） 

        

３．ハルカス３００＆海遊館・年間パスポート特典追加記念「空と海のスタンプラリー」 

   ①内  容  ＜ハルカス３００においてスタンプ押印場所は 2箇所＞ 

          ・「ヘリポートツアー」の参加 

          ・「HARUKAS WINDOW」の利用 

          ＜海遊館においてスタンプ押印箇所は 2箇所＞ 

          ・「ガイドツアー（A または Bコース）」の参加 

          ・「音声ガイド」の利用 

          上記４箇所でスタンプを集めるとプレゼントがもらえます。 

②期  間  平成２８年６月１日（水）～平成２８年９月３０日（金） 

       （スタンプカードの配布は、平成２８年６月１日（水）～平成２８年８月３１日（水）） 

       ※海遊館では、８月１２日～８月１５日は同キャンペーンを休止します。 

③割引価格  スタンプラリー期間中 ３00円／お一人様（通常 500円） 

上記期間中は、ハルカス３００の「ヘリポートツアー」、「HARUKAS WINDOW」と海遊

館「ガイドツアー（A・Bコース）」、「音声ガイド」が、どちらの年間パスポートでも 200

円割引でご参加、ご利用いただけます。 

       ※本スタンプラリー終了後、保有パスポートの施設の割引は終了します。 

（例：「ハルカス３００プレミアムパス」をお持ちのお客様は、10 月以降ハルカス３００

のヘリポートツアー、HARUKAS WINDOW の割引は終了しますが、海遊館のガイドツア

別 紙 
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ーおよび音声ガイドの割引は続けてご利用いただけます。なお、海遊館入館料は別途、必要

です。） 

☆割引適応一覧 

期 間 内 容 
ハルカス３００ 

年間パスポート所有者 

海遊館 

年間パスポート所有者 

６月１日～

９月３０日 

ハルカス３００サービスの割引 ◯ ◯ 

海遊館サービスの割引 ◯ ◯ 

１０月１日

以降 

ハルカス３００サービスの割引 × ◯ 

海遊館サービスの割引 ◯ × 

       ※ハルカス３００サービスとは、「ヘリポートツアー」および「HARUKAS WINDOW」です。 

       ※海遊館サービスとは、「ガイドツアー（A・Bコース）」および「音声ガイド」です。 

   ④参加資格  スタンプを押す時点で有効期限内の年間パスポート所有者ご本人のみ 

          （ハルカス３００、海遊館いずれかの年間パスポートをお持ちの方は参加可能） 

   ⑤スタンプ・コンプリート・プレゼント内容 

          ・４つのスタンプを全て揃えた方全員にもれなく、当キャンペーン限定スマートフォン壁紙

（３種類の中から１種類を選択）をプレゼントします。 

          ・さらに抽選で、 

Ａ賞「あべのべあ×海遊館ジンベエザメぬいぐるみセット」（２０名様） 

Ｂ賞「ハルカス３００×海遊館 非売品ノベルティセット」（７０名様） 

Ｃ賞「ニフレル＆あべのハルカス美術館・ペア入場券」（１０組） 

がそれぞれあたります。 

※当選の発表は発送をもってかえさせていただきます。 

   ⑥スタンプラリー用紙配布、抽選応募場所 

          〈ハルカス３００〉 60階インフォメーションカウンター（展望台フロア内） 

          〈海遊館〉   海遊館エントランスビル３階サービスカウンター 

 

お客様のお問い合わせ先 

【ハルカス３００インフォメーション】 

０６－６６２１－０３００（9時～２２時） 

             【海遊館インフォメーション】 

              ０６－６５７６－５５０１（９時３０分～２０時）           

 

 

以 上 
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（参考） 

ハルカス３００ 

（１）年間パスポート「ハルカス３００ プレミアムパス」 

  ①料金（税込） 

   大人（18歳以上）4,900円、中高生（12歳～17歳）4,200円、 

小学生（６歳～11歳）3,000円、幼児 （４歳以上）2,500円 

（別途チケットが必要な特別有料イベントおよび特別営業時間内ではご利用になれません。） 

 ②特典内容（特典追加後） 

【特典1】 混雑時もスムーズ入場受付（同伴者も含め事前予約専用カウンターで受付） 

【特典2】 同伴者の入場料割引 

通常料金   →  割引料金  

大 人1,500円 → 1,350円  

中高生1,200円 → 1,080円  

小学生  700円 →    630円 

幼 児 500円 →  450円 

【特典3】 フードメニュー注文時、ソフトドリンク１杯サービス 

（58階カフェダイニングバー「SKYGARDEN３００」） 

【特典4】 1,000円（税込）以上お買上げでオリジナルグッズをプレゼント 

      （59階ショップ「SHOP HARUKAS３００」） 

【特典5】 記念写真を特別価格でご提供！通常1,200円→1,000円 

      （60階フォトスポット） 

【特典6】 美術館ご入館時にオリジナルグッズプレゼント 

      （16階 あべのハルカス美術館） 

【特典7】 年間パスポート購入時、500円クーポン券2枚プレゼント 

       （B2～14階 近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店でご利用可能） 

 【特典８】 海遊館の「ガイドツアー」と「音声ガイド」の２００円割引 （新規） 

 

（２）ハルカス３００ ヘリポートツアー 

 あべのハルカスの屋上に位置するヘリポートを見学することができる特別なツアーです。 

地上３００ｍを吹きぬける風を感じながら、何にもさえぎられることのない３６０度の絶景をお楽しみくださ

い。 

・対象：４歳以上（小学生以下は保護者同伴） 

・定員：各回３０名・・・当日受付（先着順） 

・所要時間：約３0分（ヘリポート見学時間は１５～２０分） 

   ※気候条件などにより、予告無く中止することがあります。 

※特別営業時、貸切営業時など、除外日がございます。 

※ヘリポートへの移動は階段になりますので、ご自身で階段を上ることが困難な方はご参加できません。 
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（３）HARUKAS WINDOW 

  ３６０度かざした方向に合わせて眺望情報を詳しく教えてくれるタブレット端末。 

 晴れの日の昼景、夕景、夜景を見ることができるほか、あべのハルカスを堪能できるゲームなど、全４種類の

アプリを内蔵しています。 

 

 

海遊館  

（１）年間パスポート 

①料金（税込） 

  大人（高校生、16歳以上）5,000円、こども（小、中学生）2,000円、幼児（4歳以上）1,000円 

 （5月3日～５日、8月１２日～8月１５日および休館日はご利用になれません。） 

②特典内容（特典追加後） 

【特典1】 海遊館オフィシャルショップ 10%割引 

【特典2】 海遊館オフィシャルミュージアムショップ 5%割引（菓子のみ） 

＋1会計につきノベルティプレゼント 

【特典3】 海の見えるカフェ「マーメイド」50円割引（ペットボトル除く） 

【特典4】 観光船サンタマリア（デイクルーズ） 乗船料1グループ 30%割引 

【特典5】 海遊館3F 写真販売コーナー 100円割引 

【特典6】 海遊館2F レストランハーバービュー 100円割引 

【特典7】 ココス天保山マーケットプレース店 ご飲食代金10%割引 

【特典8】 ニフレル（EXPOCITY内）入館割引 

         通常料金   →  割引料金  

大 人1,900円 → 1,700円  

こども1,000円 →   900円  

幼 児 600円 →  500円 

【特典9】 志摩マリンランド 入館料10%割引 

【特典10】 ハルカス３００（展望台）の「ヘリポートツアー」と「HARUKAS WINDOW」の２００円割引 

（新規） 

 

（２）ガイドツアー 

  海遊館のマリンメイトが専用のイヤホンを使ってご案内する「海遊館ガイドツアー」。生き物の不思議やエ

ピソードなど、通常ではわからない海遊館のうら・おもてをお話します。約15分間の「太平洋水槽」バックヤ

ードのエサやり見学つき。ツアー終了後は、残りの観覧ルートを自由にご見学可能です。 

○Aコース 

「海獣」をテーマに、「海獣」の見どころを選りすぐってご案内するツアー。 

○Bコース 

「魚類」をテーマに、「魚類」の見どころを選りすぐってご案内するツアー。 
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いずれのコースも 

・対象：小学生以上（小学生は保護者同伴） 

・定員：各回20名・・・予約制。参加希望日の前日まで、お電話（06-6576-5501）にてご予約を受け

付けます。また、当日も定員に余裕のある時は参加できます。 

・所要時間：約60分 

   ※バックヤードでの撮影はできません。 

※希望により4歳以上の未就学児も有料で参加可能です。4歳未満の方はご参加になれません。 

※ガイドツアーは日本語のみの案内となります。 

 

（３）音声ガイド 

海遊館の生き物たちを巡る発見の旅はおまかせ！音声と画像で海遊館の28の見どころをご紹介します。専用

のイヤホンを耳に解説を聞きながら、生き物をじっくりと観察することができます。より深く観察されたい方

におすすめです。 

4ヶ国語対応（日本語、英語、中国語、ハングル）。 


