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夏号

誓いを新たに物 語は続く
【バウリニューアルとは】
バウ
（Vow）"誓い" リニューアル
（Renewal）
は "新たにする
（更新する）
" という意味で
人生の節目となる大切な日に愛や絆や感謝や想いを確認し 誓いを新たにする考え方
「バウリニューアルデイ」は誓いを新たにする大切な節目の日
（記念日）
大切な記念日に普段伝えられない感謝の想いを伝える カップルで新たな誓いを立てる
ご家族で大切な日を祝う 様々なシーンにご利用いただけるプランです

オーダーメイドの上質なおもてなし

バウリニューアルプラン

絆

６名様
基本料金

160,000 円（税別）〜

【計算例に含まれる内容】
バウリニューアルセレモニー・バウリニューアルデイ証明書
お料理・お飲み物・記念撮影 2 カット

こだわりの和婚

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
和婚もホテル一宮シーサイドオーツカで

ラグジュアリーリゾートで感じるハートの鼓動

AutumnCampaign

夢に描いたスタイルを

オータムキャンペーン

フォトウェディング ロケーション撮影
〜 思い出の場所での撮影 〜

対象 ２０１８年１０月・１１月・１２月

チャペル式 ＋ 披露宴４０名以上のご利用

ガーデンウェディング

ご成約のお客様に嬉しい特典
（ご利用日は限られます）

御祭神、
『 玉依姫』
は日本初代天皇である
『神武天皇』
の母君であることからも

● チャペル式＋聖歌隊……………

50％割引
● ウェディ
ングドレス・タキシード …… 30％割引
●カラードレス・タキシード ……… 30％割引
●ウエルカム
ドリンク………………… 無料
● 新郎新婦
結婚 1 周年ディナー招待

七五三
【お見積り例】

ご利用 20 名様

上総國一之宮 玉前神社

〜 ホテルの中庭で行う挙式 〜

アットホームウェディング

格式の高さを感じ、
玉依姫の由来から、
縁結び、
子授け、
安産、
子育ての神様として
ご利益があると言われております。

〜 ゲストを招いた披露会食・顔合わせ会食・結納など 〜

ブライダル限定メニュー

奏

〜かなで〜

費用やお日にち人数など
結婚式のことなら何でもご相談ください

一宮町の顔である玉前神社での結婚式・帯祝い・お宮参り
・七五三など
ご家族の大切な日を華やかに演出いたします

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をホテルならではのおもてなしで

300,000 円（税別）〜

◎追加オプションもご用意いたしております お気軽にご相談ください
祝

肴 ： 雲丹の玉地蒸し コンソメジュレ

造

里 ： 源平造り 本鮪 祝鯛子宝 活車海老 貝柱

棒がにと蓮芋 トマトゼリー
蒸し鮑黄金 金箔

魚 料 理 ： 花鯛姿焼き
肉 料 理 ： ホテル特製ローストビーフ
御志のぎ ： 長寿そば
多喜合せ ： 季節の野菜 ふかひれ餡掛け
蒸 し 物 ： 甘鯛赤飯蒸し いくら 山葵 銀餡
御寿の物 ： 長生トマトの射込み

お料理の一例

万葉

〜まんよう〜

食

事 ： にぎり寿し

留

椀 ： 地蛤の潮汁 おぼろ昆布

中とろ 青利烏賊 海老 白身 穴子

水 菓 子 ： 一宮産アクアメロン

本日のデザート コーヒー

同窓会プラン

叙勲・式典・総会・パーティー など

６,２００円（税別）

お子様の
健やかな成長のお祝い
お手伝いいたします

お1人様

※30名様より承ります

◎お昼開催が条件となります
◎除外日：7月15日㊐〜8月20日㊊
9月14日㊎〜9月23日㊐

料理イメージ

■ 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

オプション
【記念写真】
３０枚以上 ……1枚

1,０００円（税別）

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

【 二 次 会】

お1人様 ２,０
００円（税別）

2時間室料・カラオケ・飲み放題・乾き物

【ご 宿 泊】別途ご相談ください

節句

各種セレモニー
ビジネスシーンに

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

オプションいろいろ
●記念写真
●会場装飾
【お見積り例】

ご利用 20 名様

260,000 円（税別）〜

●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

法要プラン 故人を偲び思い出を語るひととき

社葬／お別れ会／偲ぶ会 ご相談ください

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）
※料理は会席料理

※季節によりメニュー内容は変更となります

◎全てお1人様の料金です ◎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

お座敷の 椅子 テーブル ご用意しております

【一般的なご法要（仏式）
当日の進行】※ご焼香はお断りしております（献花は可能）
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

レストラン個室

⑥ 施主の謝辞

⑦ 散会

洋個室

●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

白菊プランお料理

鈴蘭プランお料理

前

菜：季節の小鉢

前

菜：季節の小鉢 ６品プレート盛

造

里：旬の地魚四点盛り

造

里：旬の地魚五点盛り

焼

物：牛グリル

焼

物：特撰和牛のグリル グレビーソース

志のぎ：茶そば

三品盛り

和風ソース
桜海老天

志のぎ：茶そば

物：新馬鈴薯 ほたる烏賊
穴子 こごみ

煮

物：上総和牛のロールキャベツ
コンソメ風味

揚

物：車海老天ぷら 鱚
たらの芽

揚

物：大海老天ぷら 穴子 アスパラ

蒸し物：浅利の茶碗蒸し

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

酢の物：長生トマト蜜煮

水菓子：一宮産アクアメロン
白菊プラン

南九十九里御膳

レストランしおさい

贅沢な海幸が楽しめる特選御膳をご堪能ください

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

南九十九里御膳 ２,３００円（税別）

ハンバーグ＆
ビーフシチュープレート

刺身5点・煮魚・天婦羅・小鉢2種・白飯・香の物・お椀・デザート

旬の上質な海幸をにぎり寿司で味わえる華やかな御膳

潮騒御膳 ２,０００円（税別）

２,０００円（税別）

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

月替り商品

和花ランチ １,５００円（税別）
レストラン限定

ステーキプレート

本日のパスタ

２,３００円（税別）

La Luce（ラ・ルーチェ）

１,５００円（税別）〜
スープ・サラダ・ミニデザート

◎パスタは3〜5種類よりお選びいただけます

営業時間 ７：１５〜９：００

大人 １,５００円（税別）
子供 １,０００円（税別）
※3 歳〜小学生以下

七福海鮮丼

浜降

〜はまおり〜

〜ほたる〜

旬の海鮮丼・
地蛤の茶碗蒸し・汁物

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

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

１,５００円（税別）

料理イメージ

たちより湯
お1人様

ご利用１２：００〜１８：００

星垂

〜しちふく〜

天然一宮温泉 古代海水の湯

1,050円（税別）

フェイスタオル・バスタオル付

◎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

天然温泉
について

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

海の幸を中心としたホテルオリジナルのグループ団体様向けランチをご用意しております
【１５名様より】

料理イメージ

日帰り入浴

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

健康をテーマに旬の旨みが味わえる朝食

１,５００円（税別）

グループ
団体様向け
ランチ
要予約

イメージ

朝食バイキング

ビーフシチュー

軍艦二貫

ステーキプレート

スープ・パン or ライス・ミニデザート

贈答用やプレゼントにお勧めです
ホテル売店で販売中

椀：赤だし

■ランチタイム／11：30〜14：00（ラストオーダー13：30）

スープ・パン or ライス・ミニデザート

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

事：にぎり寿司三貫

留

本日のデザート

■朝食バイキング／ 7：15〜9：00

ハンバーグ＆ビーフシチュープレート

食

水菓子：一宮産アクアメロン

鈴蘭プラン

Restaurant Shiosai

桜海老天

煮

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

２,０００円（税別）

料理イメージ

３,０００円（税別）

夏の入会キャンペーン

0円！！

入会金

（通常10,000円）

介護予防運動指導員による

シニア
健康づくり教室 開催
無料

キャンペーン期限
7月15日 まで

第１回 7 月 8 日
第２回 8 月12日
第３回 9 月 9 日

アクアネックスで楽しみながら
理想のBODYを手に入れよう！
1

2

ウェイトトレーニング
理想のBODYラインをGET!!

体をリセット！
！

アクアネックス

楽歩プラン

疲れ知らずの体に!!

お問い合わせ

月 祝
9月１7日●●

程

090-8495-8116（佐藤まで）

TEL 0475-42-7711

定

員

２０名様

料

金 お1人様

特

３,５００円（税別）

典

日帰り温泉（希望者）1,050円

６00円（税別）

持ち物 帽子・飲み物・雨具

ノルディックウォークの貸ポールは 500円
（税別）
※プラン申込み時にご連絡ください
料金にはいすみ鉄道運賃・保険代・昼食が含まれております

いすみ鉄道

8：45 ホテル集合

お申込みはアクアネックスへ

いすみ市の里山と歴史にふれる

外房の豊かな自然に触れる
「体験」
をご案内

開催日

●10：30〜 約６０分程度
●予約制・定員２０名
●運動のできる格好でお越しください

プール＆
ランニングマシン

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

ノルディックウォーク NORDIC WALK

行

3

転倒予防と運動
シニアの為のストレッチング
シニアの為の筋力トレーニング

ノルディックウォーク ※雨天時中止
（前日に判断）

国吉駅

9：40 大原駅

清水寺 坂東32番
札所 （参拝） 楽働会の里山弁当

全長

約6㎞

ホテル到着 13：00頃予定

モーニングノルディックウォーク
＆朝食バイキング

清水寺

5 つの魅力

ノルディック
ウオーク

❶ ウォークで消費カロリーがアップ
❷ 上半身のシェイプアップ
公認インストラクターによる
❸ 正しい姿勢で歩ける
❹ 首・肩こり解消
初級レッスン
身体への負担が少なく効率よく脂肪燃焼できる有酸素運動 ❺ 安心して長く続けられる

7 月２1日

・8 月２6 日

レッスン料

2,7００円（税別）◎保険代・貸ポール含む

各回定員
特

１０名様

典

緑と海と太陽のまち この夏の見どころ
ホテル一宮シーサイドオーツカは ９月１６日 開催の
「九十九里トライアスロン2018」
を応援してます!!

海開き・南九十九里はまぐり祭り 7月14日

観光地曳網 7月29日 ・8月5日 ・13日

場所：一宮海水浴場

場所：新浜海岸
（一宮海岸南側）10:00〜

千葉ブランド水産物の九十九里地はまぐり拾い・つまみどり・販売やバー
ベキューなど各種イベントが開催されます

地曳網漁は九十九里地域ならではの伝統漁で一宮町指定文化財
気軽に漁師気分を体験する事が出来ます

一宮町納涼花火大会 8月4日

一宮川燈籠流し 8月16日

海面に華開く大きな水中花火など約5000発の花火が打ち上げられます
九十九里の浜辺から見る花火は格別です

幻想的な美しい光に様々な思いを込めて一宮川に灯籠を流す行事
ご希望の方は当日会場内で灯籠を販売します

場所：一宮海岸 19:10〜

場所：一宮川右岸

お問合わせは 一宮町観光協会

里山弁当
（イメージ）

お1人様

集合時間

マイナスイオンを吸収しながら
運が良ければウミガメに遭遇
初めての方でも安心して
参加出来ます

7：00

① 日帰り温泉（希望者）1,050円 ６00円（税別）
② 初級レッスン１回と9月17日㊊㊗ 楽歩プラン申込みで
アクアネックス３回無料券プレゼント

上総十二社祭り
9月13日

祭典会場：釣ケ崎海岸

「上総の裸祭り」
とも称し大同2年
（807年・
平安時代）
に始まったと伝えられている祭
りで房総半島に多い浜降り神事の中でも
古式を守る祭礼として千葉県無形民俗文
化財に指定されています。神々の上陸の地と伝える釣ヶ崎海岸を祭典場とし
9基の神輿・神の馬・騎馬に1000名余りの男たちが九十九里の大海原を背に駆け抜けます
当日はホテルに
「玉前神社2基」
・
「南宮神社2基」
の神輿が13:00〜14:00にお立寄り頂きます

新生橋付近

当日 ランチご利用のお客様へ特典
①ワンドリンクサービス ②かき氷サービス ③日帰り温泉割引券プレゼント

℡0475-42-1425

ホテル一宮シーサイドオーツカの紹介
【収容人数】 300名
【客室】70室
（全室バス・トイレ付）
（3分割可）
／小セミナー70㎡×3
（2分割可）
／
【宴 会 場】 カトレアホール500㎡
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

ホテル売店コーナー
話題の新名物まで
房総みやげにおススメの
名産品や季節限定品を
各種取り揃えています

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

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

至茂原

伝統の味から

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

支配人 長谷川 洋一

