お得な宿泊プランや二次会向けの会場をご用意しております。
忘新年会
特別宿泊プラン

5,500円〜
お一人様

1泊朝食付き
温泉館入場券付

一年の締め括りに、親しいお仲間との集いに
相応しいプランを今年もご用意いたしました。

客室：1室約28.0㎡／最大274名様収容
部屋数92室／洋室92室／全室バス・トイレ付

料金
日〜木
金
土・祝前日

客室：1室約52.3㎡／最大700名様収容／部屋数140室
洋室127室・和洋室10室／プレミアルーム3室／全室バス・トイレ付

ホテルサウスウイング
1室 1名様

7,700 円
8,800 円
11,000 円

1室 2名様

6,050 円
6,600 円
8,800 円

ホテルノースウイング

1室 3名様

1室 2名様

5,500 円 7,700 円
6,050 円 8,250 円
7,700 円 10,450 円

1室 3名様

6,600 円
7,150 円
9,350 円

1室 4名様

6,050 円
6,600 円
8,800 円

1室 5名様

5,500 円
6,050 円
7,700 円

※料金はサービス料込・税込表記となります。

掛川つま恋温泉「森林の湯」
のご案内
湯と眺望が心身を癒す天然温泉

森林の湯は、
内の湯、外の湯を男女日替わりでご利用頂けます。
両温泉には趣が異なる多数のお風呂がございます。
ホットな癒し空間を心ゆくまでお楽しみください。
●泉質／ナトリウム・塩化物温泉
●天然温泉（循環濾過式、加温・加水）
●効能／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩等
（税込）
（有料￥240
）
●タオル・館内着のレンタルもご用意しております。

冬のご宴会プランをご利用のお客様は
950円（税込・入湯税込）の優待料金でご利用いただけます。

ご予約・お問合せ 受付 9：00〜18：00

☎ 0537-24-1111
ご宿泊の予約は公式サイトで！

www.sainosato.jp
〒436-0011 静岡県掛川市満水2000

FAX.0537-62-0349

営業所
TEL.053-451-2111

静岡県浜松市中区東伊場1-3-1 グランドホテル浜松内

東京営業所

TEL.03-6264-9676

東京都中央区日本橋小網町6-1 山万ビル10階

TEL.052-249-3830

愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋クレストンホテル内

宮脇I.C

掛川バイパス
掛川城

天竜浜名湖鉄道
JR新幹線

掛川駅

JR東海道本線

お車でお越しの場合

東名高速道路

鉄道でお越しの場合
●JR掛川駅から／
タクシーで正面（北）ゲートまでご利用ください。

千羽I.C

掛川警察署

●東名高速道路掛川I.Cから／正面（北）ゲートまで約15分
●新東名高速道路から／正面（北）まで森掛川I.Cより約25分、
島田・金谷I.Cより約30分

東海営業所
名古屋営業所

つま恋

西郷I.C

1

掛川 I.C

北正面
ゲート

掛川花鳥園
←至浜松

至静岡→

2021年
11月1日（月）
2022年
3月20日（日）

おもてなしプラン

2021年11月1日〜
2022年3月20日

最大40名様まで
個室宴会場をご用意。

お一人づつのお料理をテーブルにご用意。
お席でゆっくりお召し上がり頂きます。

冬のご宴会プラン

つま恋特製みやび御膳
厳選した食材を使用。作り立ての品をご堪能ください。

パーティープラン

20名様より承ります。
個室宴会場をご用意。

盛り切りビュッフェスタイルでお料理を選びながらお楽しみ頂けます。

大特典

挨拶用マイク２本
無料サービス

駐車場無料（日帰り）

カラオケをご利用希望の場合は
通常11,000円のところ
●日〜木曜 3,300円
●金・土
5,500円

ご宿泊利用のお客様は
1台500円
（税込）
となります。

※個室利用が条件となります。

※料理写真はイメージです。
季節により内容が異なる場合がございます。

団体無料送迎バス

おもてなしプラン

送迎区間 大井川〜天竜川
20名様以上のご予約で、
送迎バスをご用意いたします。

冬のご宴会プランだけの

特別な特典

すべてのプランに特典を
お付けいたします。

6,050 円コース

※サービス料込・税込

＜メニュー例＞
ローストビーフ サラダ仕立て／和前菜2点盛り／お造り2種
サーモンのポワレ ヴァンブランソース／炒飯 焦し醤油の香り スープ添え
季節の焼物／ブランドポークのロティ マスタードソース
静岡苺とショコラブランのヴェリーヌ／コーヒー

おもてなしプラン

※バスの台数に限りがございます。
先着順で承ります。

お一人様

お一人様

8,250 円コース

※サービス料込・税込

※料理写真はイメージです。
季節により内容が異なる場合がございます。

つま恋特製みやび御膳

お一人様

4,950 円コース

※サービス料込・税込

＜メニュー例＞
スモークフィッシュのサラダ仕立て／和前菜２点盛り／お造り２種
天婦羅盛り合わせ／季節の焼物／牛ロースのポワレ 和風ソース
陶板焼き うな玉炒飯／中華風スープ／静岡苺のパンナコッタ
コーヒー

100名様迄のご利用。個室宴会場をご用意。

お一人様

4,950 円コース

※サービス料込・税込

＜メニュー例＞
茹で豚の四川風ソース／スモークフィッシュのサラダ仕立て／お造り1種
五目あんかけ焼きそば／白身魚のワイン蒸し 焦しバターソース／季節の焼物
揚げ物盛り合わせ／若鶏の香草パン粉焼き ディアボロ風／炊き込みご飯
麻婆豆腐／フルーツ3種／プチケーキの盛り合わせ／フルーツのジュレ
コーヒー
パーティープラン

お一人様

7,150 円コース

※サービス料込・税込

2,310円コース
サービス料込・税込

プラン

●ビール

お一人様

●ウィスキー

●焼酎（芋・麦）

新型コロナウイルス感染症への
対策について

●ノンアルコールビール
●オレンジジュース・ウーロン茶
コーラ・ジンジャーエール

B

パーティープラン

＜メニュー例＞
生ハムのサラダ仕立て／鴨肉とカマンベールチーズのピンチョス／お造り2種
エビチリソース掛け レタス添え／天婦羅盛り合わせ／季節の鍋物つま恋風
ビーフシチュー マッシュポテト添え／じゃがいもと挽肉のクリームグラタン
ボスカイオーラ
（木こり風パスタ）／4〜5種トッピングサラダ＆ドレッシング
握り寿司／フルーツ3種／プチケーキとコンフィズリーの盛り合わせ
フロマージュと静岡苺のミニパフェ／コーヒー

＜メニュー例＞
中華冷菜３点盛り／和前菜３点盛り／お造り３種／握り寿司
海老のカダイフ巻き ラタトゥーユ／鯛の紹興酒、生ハム蒸し 生ワカメ
仔牛のベーコン巻き 温野菜添え 赤ワインソース／茸のフラン トリュフの香り
メランジェフルーツとブロンドショコラのヴェリーヌ／コーヒー

A

※料理写真はイメージです。
季節により内容が異なる場合がございます。

2,860円コース

平素よりHMIホテルグループをご利用いただき、誠にありがとう

サービス料込・税込

プラン

お一人様

Aプランにプラス￥550で以下２種類の
どちらかのコースをお選び頂けます。

A

+ 日本酒（燗・冷）／ワイン（赤・白）コース

A

+ カクテルコース

国や行政の要請により、お酒類の提供を休止する場合がございます。
※料金は全て、消費税込・サービス料込みとなります。※銘柄のご指定はできません。予めご了承ください。
※カクテルコースは各種リキュール・ジン・ウォッカで対応可能なカクテルの提供となります。

使い捨て手袋のご用意

手指用アルコールスプレーの設置

料理台にアルコールスプレー設置

料理レーン内の料理カバー設置

ございます。

今般の新型コロナウイルスによる感染症への対策の一環として、

館内の衛生強化にあたっております。お客様の健康と安全ならびに
公衆衛生を考慮し、当社従業員がマスクを着用して業務にあたる

場合もございます。

何卒、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

多くの木々に囲まれた140万平米を有するつま恋リゾート彩の郷で

料理用トングの消毒

マスクケースのご用意

全従業員のマスク着用

ご要望に応じてパーテーション設置

ゆったりとしたリゾートライフをお楽しみください。

