
エリア 施設 プラン 金額 ご夕食内容 期間中にご提供ができない日程

三大味覚プラン 23,420 和食会席 -

清流会席プラン 20,120 和食会席 -

グレードアッププラン 15,600 和食会席 -

通常プラン 12,600 和食会席 8/10～8/14

夏休み限定野外BBQ（スタンダード） 15,600 バーベキュー -

グレードアッププラン 15,600 和食会席orフレンチ -

通常プラン 12,600 和食会席orフレンチ -

お手軽プラン 10,100 和食orミニフレンチ 7/20、7/27、8/3～24、8/31

豪華三大味覚プラン 20,700 和食会席 -

グレードアッププラン 15,600 和食会席 - ※掲載料金は消費税・サービス料込の繁忙期（8/3・8/10～8/17、8/24）料金となります。

通常プラン 12,600 和食会席 - 　なお、繁忙期に提供の無いプランは通常期料金となります。

お手軽プラン 11,100 和食 8/10～8/14 ※各プランの提供日程は施設により異なり、宿泊予定日にご希望のプランがお取りいただけない場合がございます。

グレードアッププラン 13,100 和食会席 - ※メニューの希望が集中した場合、掲載メニューがご選択いただけない場合がございます。

通常プラン 9,900 和食会席 - ※料金は標準客室に定員でご宿泊いただく際の料金です。部屋の仕様（リニューアル等）や、広さにより料金が変わります。

お手軽プラン 8,400 和食膳 - 　　（例：2名利用で4名定員の部屋をご希望の場合は、基本宿泊料金+超過室料を申し受ける場合があります）

グレードアッププラン 13,800 フレンチ 7/20～8/25 ※蓼科コテージ及びわんわんパラダイスで、7/27～8/25は夕朝ともケータリングのみ（夕食はBBQ可）ご提供となります。

バイキングプラン 14,800 バイキング 8/26～8/31 ※施設により別途、所定の入湯料（消費税含む）、愛犬の宿泊料等を頂戴致します。

通常プラン 11,750 フレンチ 7/20～8/25 ※提供日程・料金等、ご質問は予約センターにて承ります。

料理長おすすめプラン 17,850 和食or洋食（洋食は大人のみ） -

グレードアッププラン 16,850 和食or洋食（洋食は大人のみ） -

通常プラン 13,300 バイキング -

シェフ厳選プラン 19,900 プレミアムフレンチフルコース -

グレードアッププラン 16,850 フレンチフルコース 8/10～8/14

通常プラン 13,800 フレンチコース 8/10～8/14

グレードアッププラン 14,600 和食or焼肉orすきやき -

通常プラン 11,500 和食or焼肉 7/27～8/25

バイキングプラン 11,500 バイキング 7/20～7/26、7/31、8/20、8/26～8/31 ※8/10～8/18以外はお手軽バイキングプランをご利用下さい

グレードアッププラン 16,800 和食会席 -

通常プラン 13,700 和食会席 -

特別グレードアッププラン 25,300 和食会席 7/20～8/2、8/4～10、8/18～23、8/25～30

グレードアッププラン 17,300 和食会席 8/3、8/10～8/17、8/24

通常プラン 14,600 和食会席 8/3、8/10～8/17、8/24

お手軽プラン 12,900 和食 8/3、8/10～8/17、8/24

特別グレードアッププラン 33,000 和食会席 ※わんちゃん可露天風呂付客室のみ

グレードアッププラン 21,700 和食会席 ※和室のみ

通常プラン 11,800 和食会席 ※和室のみ　8/3、8/10～8/17、8/24

お手軽プラン 10,700 和食膳 ※和室のみ　8/3、8/10～8/17、8/24

グレードアッププラン 17,300 和食会席 -

通常プラン 11,600 和食会席 -

お手軽プラン 10,100 和食膳 8/10～8/14

グレードアッププラン 15,400 グルメバイキング+1品 7/20～8/9、8/15～8/31

通常プラン 12,300 グルメバイキング 7/20～8/9、8/15～8/31

通常プラン 12,300 バイキング+1品 8/10～8/14

お手軽プラン 10,800 バイキング 8/10～8/14

グレードアッププラン 20,850 和食会席 8/10～8/15

通常プラン 17,280 和食会席 8/10～8/15 10：00～18：00（日・祝日及び12/29～1/3は休業となります

グレードアッププラン 15,900 和食会席 - ※掲載の内容は2019年4月現在の内容です。変更になる場合がございますので予めご了承下さい

通常プラン 12,800 和食会席 8/11～8/15

2019年7/20(土)～8/31(土)

セラヴィリゾート泉郷

淡路島
兵庫

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾞﾙﾌ＆ｱｰﾄﾘｿﾞｰﾄ淡路
小学生　7,070

4歳～未就学児　5,050

8/2・3、8/10～8/18

鳥羽
三重

ホテルアルティア鳥羽
小学生　8,820

4歳～未就学児　6,300

鳥羽わんわんパラダイス
小学生　8,820

4歳～未就学児　6,300

角館
秋田

あきた芸術村 温泉ゆぽぽ
小学生　6,930

4歳～未就学児　4,950

猪苗代
福島

猪苗代リゾートホテル
小学生　10,360

4歳～未就学児　7,400

松阪
三重

松阪わんわんパラダイス
小学生　8,820

4歳～未就学児　6,300

裏磐梯
福島

お手軽プラン 19,800 バイキング

南紀白浜
和歌山

柳屋
小学生　大人の70%

4歳～未就学児　大人の50%

当間
新潟

あてま高原リゾート ベルナティオ
小学生 大人の70%

4歳～未就学 大人の50%

吉野山
奈良

竹林院群芳園
小学生　9,590、4歳～未就学児　6,850

那須
栃木

那須陽光ホテル
小学生　大人の70%

4歳～未就学児　大人の50%

北軽井沢
群馬

ヴィラ北軽井沢エルウイング
小学生　8,050

4歳～未就学児　5,750

宮島
広島

安芸グランドホテル
小学生　12,100、4歳～未就学児　8,640

南紀勝浦
和歌山

勝浦観光ホテル
小学生　大人の65%

4歳～未就学児　大人の50%

小豆島
香川

オリビアン小豆島
小学生　8,610

4歳～未就学児　6,150

原鶴
福岡

泰泉閣
小学生　8,960、4歳～未就学児　6,400

夏のお食事付プランのご案内

八ヶ岳高原 蓼　科
夏のおすすめプラン ホテルのおすすめプラン

「ＢＢＱバイキングプラン」 「期間限定バイキングプラン」

8/10～18限定、ズワイガニや揚立て天麩羅に、牛鉄板焼き、
お寿司コーナーもグレードアップしたスペシャルバイキング

夏！高原といえばやっぱりバーベキュー
お肉やお野菜の食べ放題に加え、

飲み物（ビール・サワーやワイン等）も飲み放題
お子様に嬉しいチョコレートファウンテン、アイスクリームも！

会場のフォレストガーデン中庭では19:00から、花火も
お楽しみいただけます。（手持ち限定、別途購入or要持参）

コテージ・わんわんパラダイスのおすすめプラン

「ＢＢＱプラン」

信州牛メインと海鮮メイン、2種類のメニューを用意しました
組数＆期間限定の本格的な炭火焼ＢＢＱ

裏磐梯レイクリゾート五色の森
小学生　大人の70%

4歳～未就学児　大人の50%

旬の素材を生かした、ファミリーでお楽しみいただける
食べ放題バイキングに飲み放題もセット！
見て楽しい、食べて美味しい和洋60品目！
好きなものを好きなだけ食べられるので
好き嫌いがあっても夕食に困りません。

「握りたてお寿司」「ローストビーフ」「カニ」など
定番人気メニューだけでなく、デザートも充実！

伊豆高原 安曇野
夏のおすすめプラン 夏のおすすめプラン

「グレードアッププラン」 「飲み放題付サマーバイキングプラン」

オアシスチケット
ご契約団体の皆様

お問い合わせ・ご予約は予約センターまで　

伊豆の恵み和会席

伊豆の恵みフレンチ

相模湾の新鮮魚介を生かし、伊豆の特産素材を
アクセント・ソースに。

メインディッシュの国産牛も絶品！

近海の相模湾から水揚げされる新鮮な魚介をはじめ、
旬な季節の食材を、繊細な技で美味しい料理に仕上げました

保養所システム
ご契約団体の皆様 050-5846-1234 050-5846-1236



エリア 施設 プラン 金額 ご夕食内容 期間中にご提供ができない日程 エリア 施設 プラン 金額 ご夕食内容 期間中にご提供ができない日程

特選テラスBBQプラン 14,000 テラスBBQ - 特選素材プラン 19,000 和食会席orフレンチ -

グレードアッププラン 14,000 和食orフレンチorケータリング - グレードアッププラン 14,600 和食会席orフレンチ -

テラスBBQプラン 11,000 テラスBBQ 8/10～8/14 上質BBQプラン 14,600 バーベキュー 7/20～8/2、8/19～8/31

BBQバイキングプラン 11,000 飲み放題つきBBQバイキング 7/26 飲み放題付サマーバイキングプラン 12,100 飲み放題つきバイキング -

通常プラン 11,000 ケータリングor和食orフレンチ 8/10～8/17（ケータリング8/10～8/14） 満腹BBQプラン 11,600 バーベキュー 7/20～8/2、8/19～8/31

お手軽プラン 9,500 ケータリング 8/3、8/10～8/17、8/24 通常プラン 11,600 和食会席orフレンチ -

特選テラスBBQプラン 15,600 テラスBBQ -

グレードアッププラン 15,600 和食orフレンチ -

BBQバイキングプラン 12,600 飲み放題つきBBQバイキング 7/26 BBQプラン 10,100 バーベキュー 7/20～8/2、8/19～8/31

通常プラン 12,600 和食orフレンチ 8/10～8/17 特選素材プラン 18,400 和食会席orフレンチ -

極上グルメディナープラン 19,700 ラ・テラス フレンチ - グレードアッププラン 14,000 和食会席orフレンチorケータリング -

グレードアッププラン 15,600 ラ・テラス フレンチ - 上質BBQプラン 14,000 バーベキュー 7/20～8/2、8/10～14、8/19～8/31

グレードアップケータリングプラン 14,220 ケータリング - 飲み放題付サマーバイキングプラン 11,500 飲み放題つきバイキング 8/10～14

通常プラン 12,600 ラ・テラス フレンチorケータリング 8/10～8/14 満腹BBQプラン 11,000 バーベキュー 7/20～8/2、8/10～14、8/19～8/31

厳選素材の贅沢プラン 23,700 和食懐石orフレンチ ※利用3日前まで要予約 通常プラン 11,000 和食会席orフレンチorケータリング 8/10～14（ケータリング可）

贅を尽くした特選料理プラン 20,700 和食懐石orフレンチ -

グレードアッププラン 16,700 和食懐石orフレンチ -

和牛グレードアッププラン 16,100 和食懐石orフレンチ 8/3、8/10～8/17、8/24 BBQプラン 9,500 バーベキュー 7/20～8/2、8/10～14、8/19～8/31

通常プラン 13,700 和食懐石orフレンチ 8/3、8/10～8/17、8/24 お手軽プラン 9,500 ケータリング 8/10～14

二大味覚を味わう特選懐石orフレンチプラン 17,800 和食懐石orフレンチ - 特選素材プラン 19,000 和食会席orフレンチ -

グレードアッププラン 14,600 和食懐石orフレンチ - グレードアッププラン 14,600 和食会席orフレンチorケータリング -

通常プラン 11,600 和食懐石orフレンチ - 上質BBQプラン 14,600 バーベキュー 7/20～8/2、8/10～14、8/19～8/31

お手軽プラン 10,100 和食orミニフレンチ 8/10～8/14 飲み放題付サマーバイキングプラン 12,100 飲み放題つきバイキング 8/10～14

グレードアッププラン 14,000 和食懐石orフレンチ - 満腹BBQプラン 11,600 バーベキュー 7/20～8/2、8/10～14、8/19～8/31

通常プラン 11,000 ケータリングor和食懐石orフレンチ - 通常プラン 11,600 和食会席orフレンチorケータリング 8/10～14（ケータリング可）

お手軽プラン 9,500 ケータリングor和食orミニフレンチ 8/10～8/15（ケータリング可） 特選和会席orフレンチプラン 18,600 和食会席orフレンチ -

グレードアッププラン 14,000 和食懐石orフレンチ - グレードアッププラン 14,600 和食会席orフレンチ -

通常プラン 11,000 ケータリングor和食懐石orフレンチ - 通常プラン 11,600 和食会席orフレンチorケータリング -

お手軽プラン 9,500 ケータリングor和食orミニフレンチ 8/10～8/15（ケータリング可） BBQプラン 11,600 信州牛バーベキューor海鮮バーベキュー 7/20、7/27～8/25、8/31

伊勢海老付会席プラン 16,900 和食会席 - 期間限定バイキングプラン 11,600 バイキング 7/20～8/9、8/19～8/31

グレードアッププラン 15,600 和食会席 - お手軽BBQプラン 10,100 国産牛バーベキュー 7/20、7/27～8/25、8/31

通常プラン 12,600 和食会席 - お手軽バイキングプラン 10,100 バイキング 8/10～8/18

お手軽プラン 10,100 和食 8/3、8/10～8/17、8/24 お手軽プラン 10,100 ケータリング（アネックス棟のみ）or和食orミニフレンチ 7/20、7/27、8/10～8/18

グレードアッププラン 14,600 和食会席 - グレードアッププラン 14,000 ケータリングor和食会席orフレンチ 7/27～8/25（ケータリング可）

通常プラン 11,600 和食会席 7/28 通常プラン 11,000 和食会席orフレンチorケータリング 7/27～8/25（ケータリング可）

お手軽プラン 9,100 和食 7/20・27・28、8/3～24、8/31 BBQプラン 11,000 信州牛バーベキューor海鮮バーベキュー -

極みプラン 25,160 フレンチ - お手軽バイキングプラン 9,500 バイキング 7/20、7/27、8/3～8/24、8/31

特選プラン 21,920 フレンチ - お手軽BBQプラン 9,500 国産牛バーベキュー -

グレードアッププラン 17,600 フレンチ - お手軽プラン 9,500 ケータリング -

極みプラン 25,160 フレンチ - グレードアッププラン 14,600 ケータリングor和食会席orフレンチ 7/27～8/25（ケータリング可）

特選プラン 21,920 フレンチ - 通常プラン 11,600 和食会席orフレンチorケータリング 7/27～8/25（ケータリング可）

グレードアッププラン 17,600 フレンチ - BBQプラン 11,600 信州牛バーベキューor海鮮バーベキュー -

お手軽バイキングプラン 10,100 バイキング 7/20、7/27、8/3～8/24、8/31

お手軽BBQプラン 10,100 国産牛バーベキュー -

お手軽プラン 10,100 ケータリング -

特選穂高会席プラン 19,700 和食会席

夏期限定飛騨牛ＢＢＱプラン 18,600 バーベキュー 7/20～8/8、8/18～8/31

グレードアッププラン 15,600 和食会席 -

通常プラン 12,600 和食会席 8/10～8/14

サマーバイキングプラン 10,000 バイキング
8/10～14　（※7/20～8/2、8/19～8/31は

お手軽プラン料金で提供します）

サマーバイキングプラン 10,600 バイキング
除外日なし　※7/20～8/2、8/19～8/31

は
お手軽プラン料金で提供します

清里

山梨

城ヶ崎
静岡

Wan's Resot城ヶ崎海岸
小学生　10,220

4歳～未就学児　7,300

伊豆高原わんわんパラダイス
小学生　8,820

4歳～未就学児　6,300

ホテルアンビエント安曇野
小学生　8,120

4歳～未就学児　5,800

八ヶ岳

山梨

ネオオリエンタルリゾート
八ヶ岳高原コテージ

小学生　7,700
4歳～未就学児　5,500

ネオオリエンタルリゾート
八ヶ岳高原花ホテル

小学生　8,820
4歳～未就学児　6,300

※ハイグレード料金、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ1,000円引き

八ヶ岳わんわんパラダイス
小学生　8,820

4歳～未就学児　6,300

安曇野わんわんパラダイス
コテージ

小学生　8,120
4歳～未就学児　5,800

清里高原ホテル
小学生　9,590

4歳～未就学児　6,850

ホテルアンビエント伊豆高原
本館

小学生　8,120
4歳～未就学児　5,800

ホテルアンビエント蓼科
小学生　8,120

4歳～未就学児　5,800

安曇野

長野 ホテルアンビエント安曇野
コテージ

小学生　7,700
4歳～未就学児　5,500

ホテルアンビエント伊豆高原
アネックス

小学生 7,700、4歳～未就学児 5,500

ホテルアンビエント伊豆高原
コテージ

小学生 7,700、4歳～未就学児 5,500

高山
岐阜

高山わんわんパラダイス
小学生　8,820

4歳～未就学児　6,300

浜名湖
静岡

グランドホテルさざなみ館
小学生　8,120

4歳～未就学児　5,800

山中湖
山梨

Wan's Resot山中湖
小学生　10,220

4歳～未就学児　7,300

ホテルアンビエント蓼科
コテージ

小学生　7,700
4歳～未就学児　5,500

蓼科わんわんパラダイス
コテージ

小学生　8,120
4歳～未就学児　5,800

蓼科

長野

ケータリングメニュー
　●八ヶ岳お手軽プラン（特盛牛すきやき、特盛牛しゃぶしゃぶ、特盛牛焼肉、富士桜ポークしゃぶしゃぶ、豆乳鍋）
　●八ヶ岳通常プラン（国産牛を使ったすきやき、しゃぶしゃぶ、焼肉）
　●八ヶ岳グレードアッププラン（霜降り国産牛を使ったすきやき、しゃぶしゃぶ、焼肉）
　●八ヶ岳わんわん通常プラン（特盛牛すきやき、特盛牛しゃぶしゃぶ、特盛牛焼肉いずれかとオードブル）
　●八ヶ岳わんわんグレードアッププラン（国産牛を使った牛すきやき、牛しゃぶしゃぶ、牛焼肉いずれかとオードブル）
　●蓼科お手軽プラン（国産牛の鉄板焼、すきやき、しゃぶしゃぶ、寄せ鍋、メガ盛りすきやき、メガ盛りしゃぶしゃぶ）　※メガ盛りは輸入肉になります
　●蓼科通常プラン（信州牛鉄板焼、信州牛すきやき、信州牛しゃぶしゃぶ）
　●蓼科グレードアッププラン（信州プレミアム牛のすきやき、しゃぶしゃぶ、鉄板焼き＋9種類オードブル盛り合わせ）
　●安曇野お手軽プラン（信州贅沢鍋、信州サーモンちゃんちゃん焼）
　●安曇野通常プラン（国産牛ステーキセット、二色鍋、海鮮鍋）
　●安曇野グレードアッププラン（黒毛和牛と日本海の海の幸と旬魚セット（BBQコテージのみ）、黒毛和牛しゃぶしゃぶ、豪華海鮮鍋）
　●伊豆高原お手軽プラン（牛すきやき、豚しゃぶしゃぶ、海鮮焼、ポーク鍋）
　●伊豆高原通常プラン（牛すきやき、牛しゃぶしゃぶ、海鮮焼+お造り、ポーク鍋+お造り）

伊豆高原

静岡
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