ウェルピア伊予

春の宴はウェルピア伊予で

歓送迎会 宴会プラン
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食べトク券
※写真はイメージです

ウェルピア伊予でも
ご利用いただけます

料理長おまかせ
鯛釜飯付コース

ご不明な点がございましたら、
フロントまでお問合せください。

お一人様

■本日の前菜 ■刺身四種盛り
■瀬戸内産 旬の魚煮付
■県内産キスの変わり揚げ
■牛フィレ肉の炙り焼き
■フォアグラムース土佐仕立て
■鯛釜飯 ■吸物 ■季節のデザート

7,000 円

換気 を
おこなっています

マスクの着用 を
実施しています

実施しています

検温

を

実施しています

※写真はイメージです

※写真はイメージです

料理長おすすめ
アワビ陶板焼付コース

お一人様

各コースに
お一人様プラス料金で

県内産食材いろいろ
サザエ壺焼付コース

5,000 円

■前菜三種 ■刺身三種盛り ■瀬戸内産鯛難波煮〜みぞれ餡〜
■メバル変わり揚げ ■アワビと手作り平天の陶板焼き
■伊予市卵を使った手作り御壁蒸し
■松山鯛めし ■吸物 ■季節のデザート

お一人様

4,000 円

■前菜三種 ■刺身二種盛り ■豚角煮〜あんかけ〜
■県内産サザエ壺焼きと手作り平天の網焼き
■南予鯛サラダ仕立て ■伊予市卵を使った手作り御壁蒸し
■県内産釜揚げしらす丼 ■吸物 ■季節のデザート

① 1,500 円
瓶ビール / 日本酒 / ハイボール
焼酎 / ノンアルコールビール
ウーロン茶 / カルピス
オレンジ / アップル / コーラ

２時間飲み放題

<特典>

手洗い を

ご来館のお客様にもご協力をお願いしております

新型コロナウイルス
感染拡大防止対策を
実施しております

② 2,000 円
①のドリンク＋酎ハイ
梅酒 / カクテル各種
ワイン（赤 / 白）

送迎無料 （10 名様以上、要予約）
大浴場入浴無料券プレゼント（一週間後まで利用可能）
宴会場使用料 3 時間無料、マイク利用料無料
会議室料 20％off

ソーシャルディスタンス

ご宴会時は個室会場で
皆さんだけの空間をご用意

※メニュー内容は、仕入れの都合等により変更させていただく
場合がございますので予めご了承ください。

※掲載内容は、1 月 25 日時点の情報です。今後の情勢により、変更になる場合がございますので予めご了承ください。

〒799-3105

※表示価格は全て税込です

愛媛県伊予市下三谷1761-1

TEL 089-983-4500

FAX 089-983-5729

https://welpiaiyo.jp/
管理運営：指定管理者

Fun Space 株式会社

公式instagram
フォローお願いします！

レストラン五色 ランチタイム

平日

スーパーバイキング

90 分間

2 2 は 節分の日

2 14 チョコをちょこっと
限定
プレゼント※数量限定

※食材等の都合によりメニューの内容を予告なく変更させて
いただく場合がございますので、予めご了承ください。

※おすすめの他にも和洋様々な
メニューをご用意しております。

（65歳以上）

小学生
幼 児
（3歳以上）

＊本チケットをお持ちいただくと、スーパーバ
イキングを5名様まで100円引きいたします。
＊他のメニューには、ご利用いただけません。
＊他の割引との併用はできません。

スーパー
バイキング

780円
380円

＊本チケットをお持ちいただくと、スーパーバ
イキングを5名様まで100円引きいたします。
＊他のメニューには、ご利用いただけません。
＊他の割引との併用はできません。

毎週水曜定休

①入店時の手指消毒・検温（体調の優れない方のご利用はご遠慮ください）
②料理配膳時のマスクの着用（マスクはご持参ください）
③料理配膳時の手袋の着用（手袋はお配りします）
④氏名、連絡先の記入
ご不便をおかけいたしますが、ご協力よろしくお願いいたします。

桜の季節がやってきます♪
桜の下で楽しくお花見しましょう♪

お花見弁当

3／6（土）

4／30（金）
【ご利用時間】
10:00～21:00

豪華！大満足の

三段重

ちょっとお手軽

※写真は、三段重のイメージです

三段重を10名様以上で
ご予約の方限定特典！

二段重

1,700円

※完全予約制となっております。
ご利用の３日前までに2個
以上でお申込みください。
※特典をご利用の方は
事前にご予約ください。

①バスでの無料送迎
②大浴場への日帰り入浴無料
③宴会場利用無料 ※10時～15時限定 3時間まで

Fun Space㈱主催

健康増進事業

喫茶ラウンジ
瀬 戸

50円引き

（有効期限：2021年2月1日～3月31日）
＊本チケットをお持ちいただくと、喫茶にて
5名様まで、50円引きいたします。
＊他の割引との併用はできません。

健幸 Fun Club

ウォーキングや教室に参加して
バイキング券や健康グッズ等が
当たる抽選会に応募しよう！
2020 年
2021 年

抽選会は、
毎月25日

実施期間：4／1（水）～3／24（水）
対象：18歳以上の伊予市民

各種教室開講中

2,200円

円引き

（有効期限：2021年3月1日～31日）

※ランチタイムのみ

バイキングをご利用のお客様には、新型コロナウイルスの
感染拡大防止のため以下のことをお願いしております。

2
100
3

（有効期限：2021年2月1日～28日）

【 料 金 】
大 人 999円
高齢者 888円

当日の入浴も
セットになって
とってもお得！

100円引き

スーパー
バイキング

（ＯＳ14：00）

バレンタインデー

タイムサービスで
巻き寿司とお豆を
数量限定でご用意！

60 分間

11:00～14:30
【営業時間】

お料理食べ放題♪
ソフトドリンク飲み放題♪

●塩さば ●肉どうふ
●春キャベツと蒸し鶏の和え物
●桜エビと菜の花のパスタ など

切りとってウェルピア伊予へＧＯ!!

【お得クーポン】 【お得クーポン】 【お得クーポン】

２月のおすすめ

お得なクーポンコーナー

土・日・祝日

※お申込み、
詳細の
お問合せは
フロントまで

見学・体験無料！
※一部教室を除く

●ヨガ（火曜/金曜）
●転ばん体操（月曜）
●ピラティス（金曜） ●囲碁塾（金曜・土曜）
● ウェルピア子育てひろば はぐみぃ（毎月第２火曜）

各種イベント中止のご案内
例年開催しておりました各種イベントは、
当面の間、中止とさせていただきます。
ご了承くださいますようお願い申し上げます。

※各種宿泊プランに適用されます。

伊予市に泊まろう
キャンペーン
に参加しています♪

ウェルピア伊予にご宿泊いただくと
お一人様 1 泊 最大 2,000 円引に！

※伊 予 市 に 泊 ま ろ う キ ャ ンペーンは、
申込の必要は特にありません。
ご宿泊日に、簡単なアンケートにお答え
いただくとお一人様最大2,000円まで
お値引きさせていただきます。
※3月31日までのキャンペーンですが
予算の上限に達すると終了となります。
※申 込 日 で は な く 、 実 際 に宿泊される
日程に対する適用となりますので
お早目のご宿泊をお勧めいたします。

出発地は問わず、伊予市民のみなさまもご利用いただけます。
国や県などが実施する各種補助制度との併用も可能です。

ご不明な点がございましたら
フロントまでお問合せください。

表示価格は全て税込です。 ※掲載内容は、1 月 25 日時点の情報です。今後の情勢により、変更になる場合がございますので予めご了承ください。

得
知っ報
情

下記施設をご利用いただくと

大浴場 伊豫の湯への

当日入浴無料券 をプレゼント♪

体育施設利用者限定
当日入浴割引サービス

◆レストラン五色にてお食事をされた方、お一人様につき１枚
◆喫茶ラウンジ瀬戸、ゴルフ練習場喫茶 ご利用500円毎に１枚

◆体育施設ご利用の方は、
割引料金の300円にて
ご入浴いただけます。

