
素敵な思い出づくり　歓喜祭いろいろ

南九十九里海岸で感じる♥の鼓動と★の輝きホテルご宿泊プラン 【下記３プラン共通】 お食事2食付（夕食・朝食） ・ 入湯税150円別（中学生以上）

Restaurant Shiosai 朝食バイキング／7 ： 15～9 ： 00
ランチタイム／11 ： 30～14 ： 00 （ラストオーダー13 ： 30）

贈答用やプレゼントにお勧めです
ホテル売店で販売中

ビーフシチュー １,５００円（税別）

レストランしおさい

◎陰膳1名様分無料でご用意いたします
◎各会場とも会場使用料を頂戴しております
◎全てお1人様の料金です
※季節によりメニュー内容は変更となります

法要プラン 故人を偲び思い出を語るひととき

会席料理
山吹（やまぶき）プラン  ４,５００円（税別）
白菊（しらぎく）プラン  ６,０００円（税別）
鈴蘭（すずらん）プラン  ８,０００円（税別）

料　　理 お1人様  ４,５００円（税別）～
飲み放題 お1人様  ２,５００円（税別）～
※各会場とも会場使用料を頂戴しております
※プロジェクター 　別途有料
※パーティー ・ ご宴会は2時間のご利用となります
※飲み放題はビール ・ 日本酒 ・ 焼酎 
 ウイスキー ・ ソフトドリンク限定
※コンパニオンの手配承ります

式典・総会+パーティー・ご宴会

各種セレモニー
ビジネスシーンに

■ お料理（お料理はブッフェまたは会席料理からお選びいただけます） 
■ ２時間の飲み放題
■ 会場費（カラオケサービス）
※飲み放題は　ビール ・ 日本酒 ・ 焼酎 ・ ウイスキー ・ ソフトドリンク限定
※プラン外のお飲物は有料となります
※延長は30分毎にお１人様600円頂戴いたします

プランの内容

お昼開催が
条件となります

懐かしい友人との再会に同窓会プラン

お1人様

６,２００円（税別）
（30名様より承ります）

ビール ・ 日本酒 ・ ウイスキー
焼酎 ・ ソフトドリンク 限定

2時間室料 ・ カラオケ ・ 飲み放題 ・ 乾き物

【二 次 会】
お1人様 ２,０００円（税別）

２０枚～２９枚…1枚１,２００円（税別）
３０枚以上 ……1枚１,０００円（税別）

【記念写真】

同窓会のお開きまでにお渡しできます

【花　束】
６,０００円（税別）より

【ご 宿 泊】
別途ご相談ください

プラン内の
お飲物

オプション

白菊プラン

お座敷の 椅子 テーブル ご用意しております

【当日の進行】
一般的なご法要（仏式）
① ご来賓入場
② 施主のご挨拶
③ ご来賓のご挨拶
④ 献杯
⑤ ご会食
⑥ 施主の謝辞
⑦ 散会
※ご焼香はお断りしております
　（献花は可能）

白菊プランお料理（一例）
前　菜 ： 季節の小鉢　三品盛り
造　里 ： 旬の地魚四点盛り
焼　物 ： 牛グリル　和風ソース
志のぎ ： 茶そば　桜海老天
煮　物 ： 新馬鈴薯　ほたる烏賊
  穴子　こごみ
揚　物 ： 車海老天ぷら　鱚　たらの芽
酢の物 ： 鰻と黄桃砧巻き
食　事 ： にぎり寿司三貫　巻物二貫
留　椀 ： 赤だし
水菓子 ： 一宮産アクアメロン

社葬／お別れ会／偲ぶ会 ご相談ください

●会場は洋室 ・ 和室  お好みでお選びいただけます
●玉前神社参拝後のご家族会食などお気軽にご相談ください

計算例に含まれる内容／料理・飲み放題・室料・サービス料

【七五三お見積り例】
ご利用20名様 260,000円（税別）～
人生に一度だけのお祝いだから大切にしたい
お子様の思い出に和やかな祝宴のお手伝いをさせていただきます
人生に一度だけのお祝いだから大切にしたい
お子様の思い出に和やかな祝宴のお手伝いをさせていただきます

七五三のご案内
お祝いの会場は洋室・和室と、お好みに合わせてお選びいただけます

素敵な
思い出づくり

料理イメージ

玉前神社  参拝後の御会食など  お気軽にご相談ください

宝寿祭
帯祝い・お宮参り・お食い初め・初節句

赤玉は　緒さえ光れど
　白玉の　君が装いし　貴くありけり

お子様の健やかな成長を祝うひととき

お食い初めセット……５,０００円（税別）
お料理………………８,０００円（税別）
◎ベビーベット ・ おむつ交換台 ございます

環喜祭
長寿祝い・誕生日・成人の祝い

◎6名様～14名までご利用になれます

お部屋代……………５,０００円（税別）
お料理………………８,０００円（税別）

ご家族のお誕生日やご長寿 ・ 成人祝いなど
人生の節目を祝う様 な々お席を演出いたします

サーフポイントや思い出の場所での撮影
両親へ金婚式などのプレゼントとして

フォトウエディング ロケーション撮影プラン

内容 ： 和装（白無垢 ｏｒ 色打掛 ・ 紋付）各1点
【ヘアメイク】（女性のみ）・ 髪飾り
【ロケーション撮影】全データ ・ 出張費

２２５,０００円（税別）～

※挙式と会食は含まれておりません
※ロケ地によって出張費が追加になる場合がございます

【お見積り例】

ロケ地 ： 玉前神社　撮影 ＋ 衣装 ＋ 美容 ・ 着付け ＋ 写真データ

祝縁祭
２人の記念日・家族の記念日・金婚式

賀寿ちゃんちゃんこ無料貸出しいたします

旬の食材を少しずつ集め繊細な“和”をミニ会席風にしたヘルシーメニュー

和花ランチ　１,５００円（税別） 月替り商品

潮騒御膳　２,０００円（税別）
旬の上質な海幸をにぎり寿司で味わえる華やかな御膳

にぎり寿司8貫 ・ 茶碗蒸し ・ かき揚げ ・ ミニそば or うどん ・ デザート

贅沢な海幸が楽しめる特選御膳をご堪能ください

南九十九里御膳　２,３００円（税別）
刺身5点 ・ 煮魚 ・ 天婦羅 ・ 小鉢2種 ・ 白飯 ・ 香の物 ・ お椀 ・ デザート

厳選素材とオリジナルソースで魅力的に仕上げたシェフのスペシャルパスタ

本日のパスタ　　　　　　　１,５００円（税別）～
スープ ・ サラダ ・ ミニデザート

La Luce（ラ・ルーチェ）

時間をかけて作ったソースは醤油ベースで深みのある味に仕上げました

ステーキプレート　２,３００円（税別）
スープ ・ パン or ライス ・ ミニデザート

肉汁たっぷりハンバーグとシェフ特製のビーフシチューを贅沢に使用しました

ハンバーグ＆ビーフシチュープレート　２,０００円（税別）
スープ ・ パン or ライス ・ ミニデザート

ハンバーグ＆ビーフシチュープレート

南九十九里御膳

本日のパスタ ： イメージ

朝食バイキング朝食バイキング
健康をテーマに旬の旨みが味わえる朝食
営業時間／７ ： １５～９ ： ００
料　　金／大人 １,５００円（税別）
 子供 １,０００円（税別）

※3歳～小学生以下

【料金】はまゆうコース
しおさいコース

お1人様 10,０00円（税別）～
お1人様 1１,５00円（税別）～

※季節によりお料理の内容は異なります

休日をアクティブに過ごしたい方におすすめです
コートは屋内外とも完備しているため雨天でも安心
ご家族・ご友人で楽しく気持ちのよい汗を流しましょう

テニスプラン期間限定

滞在中1回限りテニス2時間プレーサービス

カップルはもちろん ご夫婦や小さなお子様まで
お楽しみいただける特別プランをご用意いたしました

初夏の訪れとともに夜空を彩りはじめる蛍
都心ではなかなか体験出来ない 幻想的な景色をお楽しみください

源氏ボタル観賞期間限定

▼夕食 ……………18：00～
▼ホテル発…………19：30
▼現地着 …………20：00
源氏ボタル観賞……約30分
▼現地発 …………20：30
▼ホテル着…………21：00頃

※人数により料金が異なります

【お部屋タイプ】 和室10畳タイプ又は洋室ツインタイプ
【夕食】 オリジナル和洋会席
【料金】 お1人様 10,０00円（税別）～

60歳以上特別ご優待プラン
美味しさ選べる2コース

お好みやご予算に応じてお選び頂けます

初夏の天然温泉と味覚プラン60歳以上
平日限定

【お部屋タイプ】 和室10畳タイプ又は洋室ツインタイプ
【夕食】 オリジナル和洋会席 【お部屋タイプ】 和室10畳タイプ又は洋室ツインタイプ

【夕食】 オリジナル和洋会席
【料金】 お1人様 10,５00円（税別）～

▼夕食 ……………17：30～
▼ホテル発…………19：00
▼現地着 …………19：30
源氏ボタル観賞……約30分
▼現地発 …………20：00
▼ホテル着…………20：30頃

土
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日
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「赤子は着ている裾まで輝くほど光っているが抱いている玉依姫はまるで真珠のようにもっと高貴に輝いてい
ます」 という意味（古事記 上巻）　※古代の人々は海から寄せられた石に霊力を感じ、これを光り輝く神として
祀っていました　九十九里浜地方に見られるこのような寄石伝説が一宮では明（あか）る玉（珠）の伝説として
多く伝えられています。

オプションアレンジいろいろ
着付ヘアセット 記念写真 装　飾

料理イメージ

●会場装飾花、祭壇設営お供え花献花など別途ご相談ください
●返礼品ご手配承ります　●バス送迎ご相談ください

しおさいコース　料理イメージしおさいコース　料理イメージしおさいコース　料理イメージしおさいコース　料理イメージはまゆうコース　料理イメージはまゆうコース　料理イメージはまゆうコース　料理イメージはまゆうコース　料理イメージ

※各コース共大人2名様より承ります ※60歳未満の同伴者は2,000円（税別）加算となります
※お部屋は2・3階和室・洋室定員利用でホテル一任となります

※雨天中止
※必ず観賞出来るということではございません予めご了承ください

2017年７月14日金まで2017年５月２１日日～６月1１日日2017年７月14日金まで

１,５００円（税別）

旬の海鮮丼 ・ 
地蛤の茶碗蒸し ・ 汁物

七福海鮮丼
～しちふく～

料理イメージ ２,０００円（税別）

造り ・ 煮物 ・ 焼物 ・ 揚物 ・ 酢の物
肉料理 ・ 地蛤の茶碗蒸し ・ いすみ米
汁物 ・ 香の物 ・ デザート

浜降
～はまおり～

料理イメージ ３,０００円（税別）

小鉢2種 ・ 造り5点 ・ 天麩羅
煮魚 ・ 海鮮茶碗蒸し ・ いすみ米
汁物 ・ 香の物 ・ デザート

星垂
～ほたる～

料理イメージ

グループ団体様向けランチレストラン限定 房総海岸線の真ん中に位置する南九十九里で海幸・山幸をご堪能ください【１５名様より】 要予約

やすらぎを演出するアトリウムラウンジ 喫茶コーナー営業時間／9 ： 00～17 ： ００アトリウムラウンジ

６００円（税別）～ お好きなケーキ1品＋お飲み物（ケーキは季節によって種類が異なります）ケーキセット
各４５０円（税別）ソフトドリンク 各６００円（税別）フロート 各３３０円（税別）ソフトクリーム

◎消費税別 ・ 入湯税150円別（中学生以上）
◎毎週月曜日と年末年始は日帰り温泉のご利用はお休みとなります
　※月曜日が祝日の場合は営業いたしております

特  典

たちより湯古代海水の湯
天然一宮温泉

■ご利用 １２ ： ００～１８ ： ００　■フェイスタオル・バスタオル付

日帰り入浴 1,050円お1人様

天然温泉について
ヨードとミネラルをふんだんに含んだ天然温泉は神経痛をはじめ「ぜんそく」や「アトピー性皮膚炎」
の改善にも効果があると言われています。入るたびに肌がツヤツヤしてくる『美肌の湯』として注目
されております

料理イメージ

◎パスタは3～5種類よりお選びいただけます


