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１月 ４月

﹁ありがとう﹂
の想いを伝えたい

そんな晴れの一日にふさわしい場所

一宮シーサイドオーツカ﹁こだわりの和婚﹂

縁結び・子宝などのご利益で知られる玉前神社は神聖なパワースポットとして有名です
貞享4年（1687年）
に造営された伝統ある社殿が平成の大修理を経て
2017年4月13日 奉祝奉幣祭を迎え装いも新たに門出を飾る舞台となります
伝説にはご祭神の玉依姫命は神代の昔、波に乗って漂着したとされる場所の玉之浦海岸（現在の釣ヶ崎海岸）は
2020年 東京オリンピックのサーフィン競技会場に決まりました

日本の伝統と格式を感じる上総國一之宮 玉前神社の神前式

物語はここから始まる…
お問い合わせは婚礼予約係まで

Restaurant Shiosai

レストランしおさい

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）

料理イメージ

Chef's Special Pasta

料理イメージ

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

刺身5点・煮魚・天婦羅・小鉢2種
白飯・香の物・お椀・デザート

ステーキプレート ２,３００円
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 ２,０００円

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

スープ・パン or ライス・ミニデザート

グループ団体様向けランチ

料理イメージ

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

料理イメージ

料理イメージ

七福海鮮丼 〜しちふく〜 １,５００円 浜降 〜はまおり〜 ２,０００円
旬の海鮮丼・地蛤の茶碗蒸し・汁物

感謝の気持ちを
伝えましょう

◎パスタは3〜5種類よりお選びいただけます

スープ・サラダ
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

旬の上質な海幸をにぎり寿司で味わえる華やかな御膳

レストラン限定

（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

贅沢な海幸・山幸が楽しめる特選御膳をご堪能ください

潮騒御膳 ２,０００円

La Luce 本日のパスタ １,５００円〜

月替り商品

南九十九里御膳 ２,３００円

シェフのスペシャルパスタは
『美・健康』
を意識して光り輝く
（La Luce）
厳選素材とオリジナルソースで魅力的に仕上げました

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

長寿祝いプラン

星垂 〜ほたる〜 ３,０００円

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

要予約

［期間］
平成29年1月21日㊏〜4月30日㊐

これまでの感謝の気持ちと今後のご健康を願い
傘寿や米寿などご長寿のお祝いを心を込めてお手伝いさせていただきます

, ００円〜 6名様より
６０
お部屋代５,０
００円〜 承ります
お料理

天然一宮温泉

古代海水の湯

特

典

●賀寿ちゃんちゃんこ貸出無料
●乾杯酒プレゼント

料理イメージ

たちより湯プラン

ご利用 12：00〜18：00
フェイスタオル・バスタオル付
ランチタイム 11：30〜14：00 （ラストオーダー13：30）

日帰り入浴

お1人様

1,050円

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

お気楽お食事プラン

３,０００円

お１人様

温泉＋お食事

◎お食事はレストランでのご提供となります
◎入湯税150円別（中学生以上）

潮騒御膳

ハンバーグ＆ビーフシチュープレート

「和食」
または「洋食」からお選びいただけます

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
として注目されております
『美肌の湯』

）

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
早春の
特選料理プラン

極み【和食・洋食コース】

早春の
特選料理プラン

【和食】海鮮豪華2大食材！ 伊勢海老と鮑

特選【和牛しゃぶしゃぶ会席コース】

早春の天然温泉と味覚プラン

程よく脂がのった和牛をサッとお湯にくぐらせることでさっぱりと
お召し上がりいただけます。
お肉本来の柔らかな食感、
口の中
に広がるほのかな甘みと相性抜群の特製ダレが絶妙なハーモ
ニーを奏でます ※2〜4名様盛りとなります

海の幸の宝庫・房総が誇る豪華２大食材伊勢海老と鮑を新鮮
なままお好みの調理方法で丸ごとご堪能いただけます
◆ぷりぷりっとして濃厚な甘みの伊勢海老を「洗い」か「鬼殻焼き」で
◆磯の香りが広がるコリコリした鮑を「踊焼き」か「お造り」でどうぞ

おいしさ選べる2コース
お好みやご予算に応じてお選びいただけます

【しおさいコース】

いろいろな料理を味わいたい方におすすめの和洋折衷会席コース

【はまゆうコース】

※調理法は2名様ごとに1種類お選びください ※伊勢海老の洗いは軽い湯引きをしてあります

品数を少なくして素材を吟味した少食料理コースです

【洋食】房総の味覚と豪華食材 平日限定

房総ならではの新鮮な海・山の恵みや地域の名産品に加え
「オマールエビ」や「フォアグラ」
「和牛」
といった高級食材を贅
沢に盛り込み素材の魅力を引き立てる調理法で仕上げた珠
玉のディナーをお楽しみください

【和牛しゃぶしゃぶ会席コース】料理イメージ

特

【しおさいコース】料理イメージ

【料金】しおさいコース お1人様 １
１,５００円

典

①アクアネックス フリー券
②館内利用券１,０００円分 ※連泊特典
大人の方１名につき１枚
【和食コース】料理イメージ

【洋食コース】料理イメージ

特

◎入湯税150円別
（中学生以上）

６０歳以上のお客様 特別ご優待プラン

◎入湯税150円別
（中学生以上）

①アクアネックス フリー券
②館内利用券１,０００円分 ※連泊特典
大人の方１名につき１枚
【料金】お1人様 １
９,５００円〜

はまゆうコース お1人様 １
０,０００円

【料金】お1人様 １
６,５００円〜

典

［期間］平成29年1月10日㊋〜4月30日㊐

【はまゆうコース】料理イメージ

※60歳以上のお客様のみご利用いただけます

要予約 ご予約は前日までにお願いいたします

※各コース共2名様より承ります ※お子様料金・お料理は別途ご用意いたします ※お部屋は2・3階の客室でホテル一任となります ※デラックスツイン・4階をご希望の
場合は上記料金に2,000円（税別）加算となります ※朝食は和・洋バイキングとなります ※季節により料理内容が変わります
※アクアネックスは3歳以上のお子様よりご利用いただけます ※小学生以下のお子様だけの入場はできません 保護者の同伴が必要です ※月曜は休館となります
※館内利用券での宿泊料金充当・販売機利用はできません。売店・ロビー等利用の場合はお釣りは出ません

※洋食コースは
平日限定となります

◎入湯税150円別（中学生以上）

九十九里 浜を望むパノラマとともに贅 沢なひととき

体験プラン

外房の豊かな自然に触れる「体験」をご案内

春爛漫 楽歩プラン【いすみ市のパワースポットと歴史にふれる】ノルディックウォークとソフトヨガ＆ランチ

３月１２日

募集人員

２０名様

料

金 お1人様

３,５００円 含まれています

料金には「いすみ鉄道運賃・祈祷代・保険」が

８
：
００ ホテル集合 →８
：
５８ いすみ鉄道 大原駅発
：
３０ 田園の美術館（郷土資料館）
→９
：
３０ 国吉神社と上総出雲大社 →１０
→１１
：
３０ 万木城跡公園着 →１２
：
３０ヨガ →１３
：
００ ランチ
行

程

※当日の交通状況などにより多少の変更がございます

今後の
宿泊プランご案内

※雨天時

3,000円

■ いちご狩り宿泊プラン

国吉神社

特

■ 白子玉ねぎ狩り宿泊プラン

インドアプール

お申込みはアクアネックスへ

TEL 0475-42-7711

■ ホタル観賞プラン

詳しくはお問い合わせください

ビジター利用 始めました！
一般または同伴ビジター
（大人）
の方 １回ご利用で１個スタンプを押印
５個貯まると次回無料でご利用いただけます

［利用期間］１カ月
［利用期間］１カ月
［利用時間］営業時間内 ［利用時間］１８
：
００以降
［会
費］１０,０００円 ［会
費］7,０００円

法人会員も同時募集中

800円

スタンプカード

ショートアフター６

★タオル・ロッカー貸出無料 ★ホテルの温泉が￥500で利用可能です
★シャンプー・リンス・ボディーシャンプー付きです

上総出雲大社

典

日帰り温泉（希望者）1,050円

短縮スケジュール
（移動はホテルバス）

〜短期集中トレーニング希望の方にオススメ〜

アクアネックス

いすみ鉄道

と題して一宮シーサイドオーツカ発→天の川銀河行きで
■ 星の観測会 2016年 夏季に「STAR★TRAIN99」
ご宿泊のお客様に夏の星空をご案内いたしま
した
（不定期開催）

短期会員募集
ショートマスター

全長約5㎞

カード有効期限１ヶ月！（達成時有効期限延長あり）

プールについて
20m×３コース 水深130cm 温水プール

一般ビジター料金

1,500円

詳しくはスタッフまで

TEL 0475-42-7711
（月曜日定休）［平日］
10：00〜21：00 ［土曜日］
10：00〜20：00 ［日曜日・祝日］
10：00〜18：00
※掲載の価格は消費税別表記となります

お祝いの席から会議や研修まで 様々な集いの席にご利用いただけます

アットホ ーム
ウエ ディング
大切なゲ
スト
招いて開 を
く
披露会食
承ります
●披露会食
（特別な演出が不要な方）
●Wハッピー婚
（最短3ヶ月で実現）
●赤ちゃんが生まれてからの結婚
お気軽にお問い合わせください

大好評「千産千消」
ウエディングメニュー
千葉県の食材を使いご提供しています
おもてなしの席にふさわしい
華やかなメニューとなります

顔合わせ会食・結納承ります
※詳細はお問い合わせください

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

歓喜祭いろいろ

氏神神社・サーフポイントや思い出の場所で撮影
両親へ金婚式などのプレゼントとして

１０,０００円

※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・スクリーン 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

２６０,０００円〜

【初節句お見積り例】

ご利用２０名様

計算例に含まれる内容／料理・飲み放題・室料・サービス料

●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

オプションアレンジいろいろ

２２５,０００円〜

着付ヘアセット

【お見積り例】

記念写真

装

飾

撮影 ＋ 衣装 ＋ 美容・着付け ＋ 写真データ

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
※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

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
白菊（しらぎく）プラン ６,０００円
鈴蘭（すずらん）プラン ８,０００円

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

前 菜： 季節の小鉢 三品盛り
造 里： 旬の地魚四点盛り
焼 物： 和牛のグリル 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

同窓会プラン
ブッフェ

会席料理

懐かしい友人との再会に
お料理はブッフェまたは会席料理から
お好みに合わせてお選びいただけます

６,２００円（30名様より承ります）

お1人様

お昼開催が
条件となります

プラン内容

お料理 ／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

白菊プランお料理（一例）

●カラオケ

二人の記念日
家族の記念日

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

◎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

理 お1人様 ４,５００円〜
●飲み放題 お1人様 ２,５
００円

成人の祝い

祝縁祭

初節句のご案内

フォトウエディング
ロケーション撮影プラン

ロケ地：玉前神社

環喜祭 誕生日

初節句祝い

フランス料理
蓮華（れんげ）プラン ５,０００円

●料

長寿祝い

お食い初め

宝寿祭 お宮参り

Photo
Wedding

素敵な思い出づくりを

オプション

【記念写真】
２０枚〜２９枚…1枚１,２００円
３０枚以上 ……1枚１,０００円

同窓会のお開きまでにお渡しできます

【花

束】

６,０００円より

【ご 宿 泊】

別途ご相談ください

【二 次 会】
お1人様 ２,０００円

2時間室料・カラオケ
飲み放題・乾き物

白菊プラン

社葬／お別れ会／偲ぶ会
ご相談ください

プラン内のお飲物は
ビール・日本酒・ウイスキー
焼酎・ソフトドリンク 限定

料理イメージ

株式会社 大塚商会 ホテルグループのご紹介

熱海伊豆山
ホテルニューさがみや
静岡県熱海市伊豆山601
TEL.0557-80-3531
http://www.atami-sagamiya.com

近江舞子
ホテル琵琶レイクオーツカ
滋賀県大津市南小松1054-3
TEL.077-596-1711
http://www.biwalake-otsuka.com

ホテル

南九十九里海岸

南鳥羽海岸
ホテル いじか荘

【収容人数】300名 【客室】70室（全室バス・トイレ付）
【宴 会 場】カトレアホール500㎡（3分割可）／小セミナー70㎡×3（2分割可）／和室大宴会場「浜ゆう」186帖（4分割可）
【館内施設】レストラン
「しおさい」170席／喫茶コーナー／バー「エメラルド」／サロン×3／アトリウムラウンジ／
天然一宮ヨード温泉／貸切り家族風呂×3／お土産コーナー／各種自販機コーナー
【別館施設】
［アルファプラザ］大会議室313㎡・中会議室140㎡（各2分割可）
・小会議室70㎡×5／アウトドアテニスコート
（5面）／
インドアテニスコート
（3面）／インドアフットサルコート
（2面）／グラウンドゴルフ場16ホール／インドアスポーツ館 アクアネックス

参加 ●ミュージシャン・ストリートパフォーマー・大道芸人・マジシャン
・アマを問いません
資格 ※プロ
※大きな音が出る物・危険が伴うもの・公序良俗に反することは不可

●当ホテルのイメージにマッチしているかどうか

※CDやDVD等の返却は致しませんので予めご了承下さい

お問い合わせ

支配人

長谷川 洋一

5

応募 下記の必要書類等を同封の上、当ホテル（宴会予約係）に郵送ください
方法 ●自己紹介等（経歴、写真等がある場合は同封してください）
●代表者の住所/氏名/TEL
●イベント実施時もしくは実演している様子を収録したCD・DVD

お客様へ「感激・感謝・感動」
して頂けるホテル

南九十九里海岸
ホテル
5

審査 お客様の妨げにならないこと、不快感を与えないことが基本となります
基準 ●大きな音が出る物、危険な物、公序良俗に反する事は不可

三感
（冠）
王宣言 笑顔で心のこもったおもてなしを目指します
至茂原

パフォーマー募集

事前審査に合格したアーティストの方々に
当ホテルを発表の場として無料で提供させて頂きます

三重県鳥羽市石鏡町368-2
TEL.0599-32-5326
http://www.ijikasou.com

ホテル一宮シーサイドオーツカ
℡0475-42-6411（宴会予約係）

0120-466-411

0475
（42）
6411 千葉県長生郡一宮町一宮10000番地

http://www.seaside-otsuka.com

※掲載の価格は消費税別表記となります

