ウェルピア伊予

レジャープール

いよのくに

令和４年

好評営業中！ 営業時間
10:00～16:00

通信

入場料／おとな 1,200円（中学生以上）
こども 600円（3才～小学生）

８月号

団体割引…20 名様以上のご利用で 10％割引

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！

2022年プール営業日

おとな 2,000円／こども 1,400円

7.23（土）～31（日） 8.1（月）～31（水）
※雨天・荒天時など営業中止の場合有

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までまで
※営業に関するお問合せは
089983-4500
983-4500
（当日 88時までのお問合せは
089） ）
（当日
時までのお問合せは
089983-4581
983-4581

※新型コロナウイルスの感染予防対策について※
◆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。

※20名様以上のご利用で無料送迎いたします。

プール売店あります♪

貸用具各種 100 円～
●うきわ各種
●ビート板

●焼きそば ●かき氷
●フライドポテト など

※プール場内への飲食物のお持込はお断りしております。

など

ご利用時の注意事項
◆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。

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。
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開催日

8/11

（木・祝）

8/14

（日）

会場：ウェルホール
（体育棟）

時間：10 時～ 17 時

協力：しおかぜ堂

プラレールであそぼうコーナー
プラレール ジオラマ 展示
鉄道模型（ＨＯ・Ｎゲージ）走行展示
でんしゃ・ひこうき写真展示
でんしゃグッズ販売

[ 入場料 ]
小・中学生…200 円
高校生以上…300 円
※未就学児は必ず保護者同伴で
入場してください。

ご来場の皆様には
新型コロナウイルス感染
予防対策へのご協力を
お願いいたしております。

※イベント内容は変更になる場合がございますので予めご了承ください。

ビールまつり

9 16（金）

19:00～21:00

日本のビールと世界のビールの
飲みくらべをお楽しみください♪

海外ビール
国内ビール あわせて

料金

（ドリンク＋おつまみ）

【完全予約制】 定員60名

約15種類ご用意

男性 4,500円
女性 4,000円

チュウハイやソフトドリンクも
飲み放題！ビールにあう
おつまみもご用意しています！
無料送迎いたします！ 詳細はフロントまで

開場 18:30

ご予約はフロントまでお電話ください。

089-983-4500
※予約受付は8/18より開始予定

※ご参加の皆様には、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いいたしております。

※掲載内容は、7 月 27 日時点の情報です。今後の情勢により、中止・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

８月のおすすめ

●ブリの照り焼き 夏休み限定
キッズ料理
●ちりめんご飯
コーナー
●冷やし中華
あります♪
●ツナピザ など

90 分間 60 分間

（ＯＳ14：00）

（65歳以上）

（通常 200 円）

（通常 500 円）

毎週水曜定休

※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。

（3歳以上）

※ランチタイムのみ

ココから登録

これまで料金据え置きでご提供させていただきましたが、昨今の仕入価格等の
高騰による影響を鑑み、2022 年 8 月 1 日より、スーパーバイキングの料金を
変更させていただきます。ご利用のお客様にはご負担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。

＠130ikcgv

［7 月 31 日まで］11:00 ～ 23:00（水曜日 11:30 ～ 23:00）

［8 月 1 日～］12:00 ～ 15:00

いつまでも心身ともに健康で豊かな生活を送ることができるよう
カルチャースクールに参加して健康寿命を伸ばしてみませんか？

第 1 木曜：F ギター初心者
第 2 木曜：ウクレレ
第 3 木曜：F ギター経験者

第 1・2・3 水曜日
9:30 〜 10:30

※受講料 1 回 2,200 円
チケットが 2 枚必要です。

ジュニアテニス
月曜日 18:00 〜 19:30

テニス

月曜日 14:00 〜 16:00
水曜日 13:00 〜 15:00

【入会金】２,２００円（税込）※年会費
【受講料】
１回１,１００円（税込）※チケット制
お得な11枚セット11,000円も販売しています

陶 芸

火曜日
10:30 〜 13:00

大正琴

社交ダンス

（ボールルームダンス）
金曜日 11:00 〜 12:00
中高年から始める

第 2・4 木曜日
初心者 10:00 〜 11:00
経験者 11:10 〜 12:10

ヨ ガ

火曜日 10:30 〜 11:30
19:00 〜 20:00
金曜日 19:30 〜 20:30

気功・太極拳
水曜日 10:30 〜 11:30
お申し込み
お問い合せは

らくらくピアノⓇ
第 1・3 火曜日
10:30 〜 11:30

ピラティス

金曜日 9:30 〜 10:30

転ばん運動

月曜日 9:30 〜 10:30
※受講料（月 3 回）
月謝 2,100 円

089-983-4500

※購入のチケットでさまざまな教室に参加できます。
詳しくは、
フロントまで！

書 道

月曜日
18:00 〜 19:00

将 棋

金曜日・土曜日
10:00 〜 12:00
土曜日自由対局
13:00 〜 17:00

表示価格は全て税込です。

月謝 500 円

LINE 公式アカウント

友だち募集中♪

お得な情報やクーポンを配信予定！

ココから登録☆

好評ご予約承り中♪

囲碁塾

ウェルピア伊予

販売価格

750 円（税込）

第 1・3 金曜日
10:00 〜 11:30

※教室によっては、教材費、材料費などが別途必要な場合がございます。 ※途中入会ＯＫ

●手ぶらでキャンプ
●ガーデンバーベキュー

〜数量限定販売〜

ウェルピア伊予

足腰を鍛えるための
運動等を指導します！

※お申込みが必要です。

オリジナルクラフトビール

いきいき
からだ 8/3
づくり 開講

初回体験無料

夏休みだけの
参加も OK

木曜日 13:00 〜 14:30

※受講料 1 回 2,200 円
チケットが 2 枚必要です。

受講生募集中

お子様も
参加可能な
教室あります！

フォークギター
ウクレレ

17:00 ～ 23:00

※札止めは、終了時間の 30 分前になります。

好評開講中

ゴルフ

＊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。

LINE公式
アカウント

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。

火・金曜日
13:00 〜 14:00
15:00 〜 16:00
18:30 〜 19:30
20:00 〜 21:00
日曜日
9:30 〜 10:30
11:00 〜 12:00

9

（有効期限：2022年9月1日～30日）

8 月 1 日より、日帰り入浴時間を変更させていただきます。
ご利用のお客様には、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。

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

8/23
開講

100円引き

スーパー
バイキング

大浴場伊豫の湯 日帰り入浴時間変更のお知らせ

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。

ール

＊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。

LINE 友達追加で 100 円引き
クーポンが利用可能に！！

スーパーバイキング料金改定のお知らせ

8

（有効期限：2022年8月1日～31日）

800円
400円

小学生
幼 児

セットになってお得！！

100円引き

スーパー
バイキング

【料金】
大 人 1,200円
高齢者 1,000円

バイキングには
日帰り入浴 ドリンクバー

カルチャースク

切りとってウェルピア伊予へＧＯ!!

※8/1 より料金が変更になりました。

お料理食べ放題♪
ソフトドリンク飲み放題♪

健康増進事業
ウェルピア伊予

お得なクーポンコーナー

土・日・祝日 【営業時間】
11:00～14:30

【お得クーポン】 【お得クーポン】

スーパーバイキング

平日

アルコール分 5％
容量 330ｍｌ

ポンカンの華やかな香りをつけた
ゴールデンエール。
喉ごしの良い爽やかな味わいに
ほんのり感じるポンカンの香り。
後味に残る麦の甘い余韻も
心地よく感じられます。

ウェルピア伊予公式

＠130ikcgv

フォローお願いします

※掲載内容は、7 月 27 日時点の情報です。今後の情勢により、中止・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。

