ウェルピア伊予

7.17（土）12:00

いよのくに

令和３年

レジャープール

通信

半み額！
入場※料
7/17 の

７月号

OPEN

営業時間／10:00～16:00
※7/17 のみ 12:00 ～ 16:00

入場料／おとな 1,200円（中学生以上）
こども 500円（3才～小学生）

2021年プール営業日

団体割引…20 名様以上のご利用で 10％割引

7.17（土）18（日）22（木）～31（土）
※雨天・荒天時など
8.1（日）～31（火） 営業中止の場合有

プールパックのご案内
入場料と売店お食事券がセットになってお得です！

おとな 1,800円／こども 1,200円

日々の営業状況は、HPよりご確認いただけます。

※営業に関するお問合せは 089-983-4500 まで

※20名様以上のご利用で無料送迎いたします。

（当日 8 時までのお問合せは 089-983-4581）

プール売店あります♪

貸用具各種 100 円～ ●うきわ各種

●焼きそば ●かき氷 ●フライドポテト など

●ビート板 ●簡易テント など

ご利用時の注意事項

※新型コロナウイルスの感染予防対策について※

◆小学校低学年以下のお子様は保護者同伴でご入場ください。
◆付き添いの方も入場料が必要です。（遊泳料ではありません。）
◆場内は、土足禁止となっております。
◆盗難防止のため、ロッカーは必ず施錠してください。
◆プール場内は、全面禁煙です。
◆遊泳中は監視員の指示に従ってください。
◆プール場内への飲食物のお持込はお断りしております。
場内の売店、自動販売機をご利用ください。
特にビン・缶類の持込は禁止しております。
◆服（Ｔシャツなど）を着用しての遊泳はお断りしております。
※ラッシュガードの着用は可
◆チューブスライダーは、小学 1 年生からご利用いただけます。
◆25ｍプールは、身長 120 ㎝以上の方のみご利用いただけます。

◆入場時のアルコール消毒と検温にご協力ください。
※熱が 37.5 度以上の方は、入場をお断りさせていただきます。

◆代表者の方の、氏名と連絡先をご記入ください。
◆ロッカーでの密を避けるため、着替えは極力
ご自宅にてお願いします。
混み具合により、入場制限をさせていただく
場合がございますので予めご了承ください。
スタッフは、フェイスシールド、手袋の着用、定期的な
アルコール消毒の実施などの対策を行います。

ご利用のお客様には大変ご不便をおかけいたしますが、
ご理解、ご協力をお願いいたします。

安心、安全にご利用いただけるよう対策を実施いたしますが、ご不安な方はご利用をお控えいただきますようお願いいたします。

夏期プールアルバイト 大募集！ 第25回 ウェルピア伊予杯 7／7（水）
ゴルフコンペ 参加者全員に
監視／売店／受付 ●通勤手当有
場 所…高原ゴルフ倶楽部
●まかない有
賞品有！

［勤務時間］9:30～17:00
※詳細はお問い
［時
給］高校生800円/一般810円 合わせください。
［期
間］6月末頃～9月初旬
※面接をご希望の方は、電話連絡の上、［担当］総務 城戸
履歴書(写真貼付)をご持参ください。 089-983-4583

GoToEat プレミアム付飲食券

参加費…3,000 円 ※プレー費、昼食費は別途必要
表 彰…優勝・準優勝・BB・BG 他
※今回、表彰式（打ち上げ）は行いません。
賞品は、7 月 8 日よりウェルピア伊予
クラブハウスにて配布いたします。

6／30
締切

ウェルピア伊予でもご利用いただけます
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。

※掲載内容は、6 月 26 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 60 分間

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】

７月のおすすめ

お得なクーポンコーナー

土・日・祝日

【営業時間】11:00～14:30

かき氷

お料理食べ放題♪
ソフトドリンク
飲み放題♪

●白身魚の幽庵焼き
●小松菜の菜飯 ●ミートソースパスタ
●めんたいシーフードピザ など
※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。

当日の入浴もセットに
なってとってもお得！

＊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。

【 料 金 】
大 人 999円
高齢者 888円
（65歳以上）

小学生
幼 児

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。

安心・安全・快適な
キャンプを楽しもう♪

テントも寝袋も
食材も不要！

10／31 まで

１テント
２名～４名
※写真はイメージです。

プラス1,500円～で
２時間飲み放題！

内容：キャンプ用具一式 ※１
＋ 夕食ＢＢＱ（※幼児夕食は、お子様弁当）
＋ 大浴場入浴券 ＋ 朝食バイキング

料金

中学生以上

6,000 円 / 泊

小学生

3,000 円 / 泊

アネックス（別館）

ワーキングルーム

幼児 3 歳以上 2,000 円 / 泊

夕食はお好きな食材を自分で調達♪

料金

中学生以上

3,500 円 / 泊

小学生

1,500 円 / 泊

幼児 3 歳以上 1,000 円 / 泊

テレワークに最適！
Wi-Fi 環境良好！
１室１日
4,000 円～

お子様料金 1,600円
（※お一人様の料金です）

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。

※詳細はフロントまで
お問合せください。

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

換気 を

マスクの着用 を

おこなっています

実施しています

手洗い を

検温

実施しています

実施しています

レストランでは各テーブルに

※１…テント、シュラフ、タープ、ランタン、
テーブル、イスなどの用具一式となります。

① 2,600円
② 3,600円

アクリル板

を

を設置しています

ご来館のお客様にも
ご協力をお願い
しております

内容：キャンプ用具一式 ※１
１テント
＋ 大浴場入浴券
２名～４名
＋ 朝食バイキング

キャンプはじめてみませんか？

朝食付プラン

フリーサイトもあります！

② 手ぶらでキャンプ

※２名様以上にて
５日前までに
ご予約ください

選べる２コース

テント設営も食材準備も
全部お任せください！

税込

＊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。

少人数でもＯＫ
利用特典あり！

ＢＢＱプラン

50円引き

ガーデンバーベキュー
ガーデンバーベキュー

◎大浴場完備（シャワー） ◎清潔なトイレ

① 手ぶらでキャンプ

喫茶ラウンジ
瀬 戸

（有効期限：2021年7月1日～8月31日）

予約制

キャンプ
要
※予約

手ぶらで

面倒な炭起こしや
後片付けは不要！
焼いて食べるだけの
楽々バーベキュー！

円引き

（有効期限：2021年8月1日～31日）

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
（3歳以上）
感染拡大防止のため以下のことをお願いしております。
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）
毎週水曜定休
②料理配膳時のマスクの着用（マスクはご持参ください）
※ランチタイムのみ
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。

ウェルピア伊予で

7
100
8

（有効期限：2021年7月1日～31日）

（ＯＳ14：00）

始めました♪

100円引き

スーパー
バイキング

表示価格は全て税込です。 ※掲載内容は、6 月 26 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。

