ウェルピア伊予

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♪

いよのくに

令和４年

通信

お花見弁当

3／5（土）
5／8（日）

【ご利用時間】
10:00～21:00

豪華！大満足の

４月号

三段重

2,200円
ちょっとお手軽

二段重

Fun Space㈱主催 健康増進事業

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！
抽選会は、
2022年

2023年

実施期間： 4／1 ～ 3／24
対象：18歳以上の伊予市民
健康のためにウォーキングしてみませんか？

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

キャンプ

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！

お墓参り・お墓掃除代行サービス

お墓のお掃除
代行します！
お墓掃除代行

◎大浴場完備（シャワー） ◎清潔なトイレ

ＢＢＱプラン

１テント
２名～４名

テント設営も食材準備も全部お任せください！

こんな方におすすめです！

8,800 円

1 カ所
作業内容

朝食付プランやフリーサイトもあります！
キャンプはじめてみませんか？

手ぶらでキャンプ

※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。

※10時～15時限定 3時間まで

要予約
※

手ぶらで

1,100円

三段重を10名様以上で
ご予約の方限定特典！

※お申込み、詳細のお問合せはフロントまで

ウェルピア伊予で

お子様弁当

※写真は、三段重の
イメージです

毎月25日

遠くの実家にお墓があるけど
忙しくて帰省できない

（税込）

墓石・墓地の清掃

お休みが取れずお墓の
お手入れになかなか行けない

※洗剤使用なし（水拭きのみ）
※墓石周辺の除草作業
※落ち葉、ゴミ拾い

合掌・礼拝（線香のお供え含む）
完了のご報告（メールまたは郵送）

遠くに引っ越してお墓の
お手入れになかなか行けない

※しきびのお供えをご希望の方は、追加料金にてご対応いたします。

年齢や体調などの理由で
お墓のお手入れができない

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

幼児 3 歳以上 2,000 円 / 泊

※2 名様以上で、
5 日前までに
ご予約ください。

※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。

1,700円

ご利用にあたっての注意事項

ご利用の流れ
①まずはお電話ください
②お打合せ（場所の確認・お見積もり）
③内容確認後サービス開始
④完了のご報告
⑤請求書のご送付（ご入金をお願いします）

●サービスの範囲は、当施設より片道 1 時間程度の場所まで
とさせていただきます。
（料金追加で有料道路の利用も可能です。
）
●専門清掃ではございません。
●サービス内容と価格は予告なく変更する場合がございます。
●汚れの状況により、完全に除去できない場合がございます。

どんなことでもお気軽に
ご相談ください！

詳細に関するお問い合わせ・お申込みは

※掲載内容は、3 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

089-983-4500

※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！

スーパーバイキング
４月のおすすめ

当日の入浴もセットに
なってとってもお得！

●揚げ茄子と豆腐の田楽
～塩こうじダレ～

※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。

切りとってウェルピア伊予へＧＯ!!

90 分間 60 分間

《伊予農業高校 × 松山大学 × 伊予市》
iProject! でスーパーバイキングの
メニューを考案！

※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。

お得なクーポンコーナー

土・日・祝日

＊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。

（ＯＳ14：00）

【 料 金 】
大 人 999円
高齢者 888円
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。

お気軽

会食プラン

広い個室でゆったりと
大浴場で湯ったり爽快♪

会席料理 個食で安心をお届け
4,000円 5,000円 7,000円
お一人様プラス料金で

２時間飲み放題

①1,500 円 ② 2,000円
③ 700 円 ソフトドリンク限定

スタ ッ フ 募集
フロント
①常勤パート 時給 821 円～ 1,000 円
8:00 ～ 22:00 の間 8 時間程度

新型コロナウイルス
感染予防対策実施中

正社員登用制度有
未経験者も大歓迎！

ホールスタッフ

50円引き

＊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。

愛顔の安心飲食店の
認証を受けています
安心して
ご利用
ください
認証施設

■宴会場
■喫茶コー ナ ー

※写真はイメージです

①契約社員

給与 面談にて
6:00 ～ 22:00 の間 8 時間程度

②パート・アルバイト（朝食）
時給 821 円～ 850 円
6:00 ～ 12:00 の間 4 ～ 6 時間程度

①常勤パート 時給 821 円～ 1,000 円
6:00 ～ 23:00 の間 8 時間程度

②ナイトフロントパート 時給 821 円
20:00 ～翌 8:30 の間 シフト制
※22:00 ～翌 5:00 迄深夜割増有

②パート・アルバイト

ご希望の方は、089-983-4583
担当 総務 城戸までお電話ください。

時給 821 円～ 850 円
6:00 ～ 23:00 の間 4 ～ 6 時間程度

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！

予約制

ガーデンバーベキュー
ガーデンバーベキュー
選べる２コース

① 2,600円
② 3,600円
お子様料金 1,600円
※写真はイメージです。

調理

喫茶ラウンジ
瀬 戸

（有効期限：2022年4月1日～5月31日）

ご予約お問い合わせはフロントまで

ご宴会各種承ります 少人数でもＯＫ
無料入浴サービス
無料送迎など特典あります！

円引き

（有効期限：2022年5月1日～31日）

（3歳以上）
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。
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）
※ランチタイムのみ
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）
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。
④氏名、連絡先の記入

歓送迎会にいかがですか？

4
100
5

（有効期限：2022年4月1日～30日）

11:00～14:30

（65歳以上）

100円引き

スーパー
バイキング

【営業時間】

●たけのこの
天ぷら

●小松菜の菜飯
●ボンゴレロッソ
●三種のチーズピザ など

お料理食べ放題♪
ソフトドリンク
飲み放題♪

平日

【お得クーポン】 【お得クーポン】 【お得クーポン】

レストラン五色 ランチタイム

（※お一人様の料金です）

4／1
10／31
まで

プラス1,500円～で
２時間飲み放題！
少人数でもＯＫ
利用特典あり！
※２名様以上にて５日前
までにご予約ください

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

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

アクリル板

を

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

表示価格は全て税込です。 ※掲載内容は、3 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。

