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オークラ千葉ホテル

アパホテル＆リゾート
［東京ベイ幕張］

●申請は一回限りです。掲載のプランの中からいずれか一つご利用いただけます。
●ご利用できる方は次のとおりです。①組合員本人②配偶者③本人または配偶者が扶養して
いる子④本人が扶養している親(※扶養していない子・祖父母はご利用できません)
●配偶者・子・親は組合員本人とご一緒に利用してください。
●利用券は金券です。再発行はできません。
●利用券は譲渡しないでください。利用状況について確認させていただくことがございま
す。不正利用の場合には返金していただきますので、良識あるご利用をお願いいたします。
●ご予約・ご入店時にサマープランの利用である旨をお伝えください。

ご利用について

利用申込書はインターネットでダウンロードできます。
http://union-chiba.org/summer/

利用申込書はインターネットでダウンロードできます。
http://union-chiba.org/summer/

メニュー、期間等の詳細は各ホテルにご確認ください。
また、混雑が予想されますのでご予約をおすすめします。
メニュー、期間等の詳細は各ホテルにご確認ください。
また、混雑が予想されますのでご予約をおすすめします。

感 染 症 対 策 に つ い て

S U M M E R  P L A N

開催日開催日

（※チケットの発券は9月末申請分まで）
8月1日（日）～10月31日（日）8月1日（日）～10月31日（日）

※ビールやカクテルなど 約50種類アルコール飲み放題付き
※0円でも利用券は必要となります
※ビールやカクテルなど 約50種類アルコール飲み放題付き
※0円でも利用券は必要となります

※ソフトドリンク飲み放題付き※ソフトドリンク飲み放題付き

※ソフトドリンク飲み放題付き※ソフトドリンク飲み放題付き

※ソフトドリンク飲み放題付き 
※0円でも利用券は必要となります
※ソフトドリンク飲み放題付き 
※0円でも利用券は必要となります

地下1階、隠れ家のようなレストラン。
五感で楽しむ鉄板焼。
地下1階、隠れ家のようなレストラン。
五感で楽しむ鉄板焼。

地上180ｍからの景色を眺めながら、
シェフが腕をふるった
　　お料理をお楽しみください。

地上180ｍからの景色を眺めながら、
シェフが腕をふるった
　　お料理をお楽しみください。

明るい陽光が差し込む、
開放的なプールサイドのダイニング。
明るい陽光が差し込む、
開放的なプールサイドのダイニング。

地下1階『鉄板焼七海』
043-296-1325
8月1日（日）～10月31日（日）
ランチ　　11:30～15:00
ディナー　17:30～21:30
ランチタイム ※対象は大人のみ

ディナータイム ※対象は大人のみ

地下1階『鉄板焼七海』
043-296-1325
8月1日（日）～10月31日（日）
ランチ　　11:30～15:00
ディナー　17:30～21:30
ランチタイム ※対象は大人のみ

ディナータイム ※対象は大人のみ

場　所

電話番号

期　間

時　間

料　金

料　金

50階『スカイクルーズマクハリ』
043-296-1343 
8月1日（日）～10月31日（日）
ランチ  　 11:30～14:00
ディナー   17:30～20:30 （※土日祝日限定）
ランチビュッフェ

ディナービュッフェ ※土日祝日限定

50階『スカイクルーズマクハリ』
043-296-1343 
8月1日（日）～10月31日（日）
ランチ  　 11:30～14:00
ディナー   17:30～20:30 （※土日祝日限定）
ランチビュッフェ

ディナービュッフェ ※土日祝日限定

               ［平　日 / 休　日］
大　　　人　700円 / 1,200円 
小　学　生　500円 / 　800円 
幼　　　児　　 0円 / 　　0円
 

大　　　人　4,000円 
小　学　生　1,500円
幼　　　児　　500円

               ［平　日 / 休　日］
大　　　人　700円 / 1,200円 
小　学　生　500円 / 　800円 
幼　　　児　　 0円 / 　　0円
 

大　　　人　4,000円 
小　学　生　1,500円
幼　　　児　　500円

               ［平　日 / 休　日］　
大　　　人　500円 / 1,200円
小　学　生　　 0円 / 　800円
幼　　　児　　 0円 / 　　0円

                 ［平　日 / 休　日］
大　　　人　1,700円 / 3,000円
小　学　生　1,000円 / 1,800円
幼　　　児　　　0円 / 　500円

               ［平　日 / 休　日］　
大　　　人　500円 / 1,200円
小　学　生　　 0円 / 　800円
幼　　　児　　 0円 / 　　0円

                 ［平　日 / 休　日］
大　　　人　1,700円 / 3,000円
小　学　生　1,000円 / 1,800円
幼　　　児　　　0円 / 　500円

1階『ラ・ベランダ』
043-296-1326 
 8月1日（日）～10月31日（日）
ランチ　　11:30～14:00
ディナー　17:30～21:30
ランチビュッフェ

ディナービュッフェ

1階『ラ・ベランダ』
043-296-1326 
 8月1日（日）～10月31日（日）
ランチ　　11:30～14:00
ディナー　17:30～21:30
ランチビュッフェ

ディナービュッフェ

場　所

電話番号

期　間

時　間

料　金

料　金

場　所

電話番号

期　間

時　間

料　金

料　金

ホテルグリーンタワー幕張

※コーラ、ソフトドリンク、コーヒー付！
☆三井アウトレットがすぐ目の前
★ショッピングの合間でもOK(^^)/

※コーラ、ソフトドリンク、コーヒー付！
☆三井アウトレットがすぐ目の前
★ショッピングの合間でもOK(^^)/

ローストビーフ＆
フレンチトースト食べ放題

「幕張ランチ★ビュッフェ」

ローストビーフ＆
フレンチトースト食べ放題

「幕張ランチ★ビュッフェ」

1F『ラ・フォーレ』   
8月1日（日）～10月31日（日）
※8月12日～16日は土日祝日料金となります。   
平　日　11:30～15:00（最終入店14:00）
※土日祝は30分延長

1F『ラ・フォーレ』   
8月1日（日）～10月31日（日）
※8月12日～16日は土日祝日料金となります。   
平　日　11:30～15:00（最終入店14:00）
※土日祝は30分延長

場　所

期　間

時　間

料　金　　　　　　平　日　土日祝
大　　　人　700円　 900円
シ ニ ア　400円　 600円
小 学 生　500円　 900円   
幼　　　児　200円　 400円   
３ 才 以 下　　 0円（利用券不要）   

　　　　　　平　日　土日祝
大　　　人　700円　 900円
シ ニ ア　400円　 600円
小 学 生　500円　 900円   
幼　　　児　200円　 400円   
３ 才 以 下　　 0円（利用券不要）   

愛知県一色産うなぎを使用。ご注文をいただいてから
じっくりと焼き上げます。20～30分かかりますので
【ご予約】をおススメします。
★土日祝も同料金です！

愛知県一色産うなぎを使用。ご注文をいただいてから
じっくりと焼き上げます。20～30分かかりますので
【ご予約】をおススメします。
★土日祝も同料金です！

夏のスタミナメニュー
　　　　  「うな重（肝吸い付）」
夏のスタミナメニュー
　　　　  「うな重（肝吸い付）」

1F和食『桂翠（けいすい）』   
8月1日（日）～10月31日（日）
※火曜定休
11:30～15:00（最終入店14:30）
※土日祝は30分延長
17:30～21:30（最終入店20:30）   

1F和食『桂翠（けいすい）』   
8月1日（日）～10月31日（日）
※火曜定休
11:30～15:00（最終入店14:30）
※土日祝は30分延長
17:30～21:30（最終入店20:30）   

場　所

期　間

時　間

料　金

大　　人　2,500円
　　　　　大人の方限定（中学生以上）
大　　人　2,500円
　　　　　大人の方限定（中学生以上）

　　　　※お持ち帰りも承ります！　　　　※お持ち帰りも承ります！

①鉄板焼ランチ
　平　　日　大人　1,500円
　土日祝日　大人　2,000円
②サマープラン特別コース
　平　　日　大人　6,500円
　土日祝日　大人　7,000円

①サマープラン特別コース
　平　　日　大人　6,500円
　土日祝日　大人　7,000円

①鉄板焼ランチ
　平　　日　大人　1,500円
　土日祝日　大人　2,000円
②サマープラン特別コース
　平　　日　大人　6,500円
　土日祝日　大人　7,000円

①サマープラン特別コース
　平　　日　大人　6,500円
　土日祝日　大人　7,000円

※コーラ、ソフトドリンク、コーヒー付！
ディナー限定「にぎり寿司8種食べ放題」！！
平日もプラス1000円でステーキ追加もOK！

※コーラ、ソフトドリンク、コーヒー付！
ディナー限定「にぎり寿司8種食べ放題」！！
平日もプラス1000円でステーキ追加もOK！

にぎり寿司（8種）食べ放題が好評！
土日祝は鉄板焼ステーキも食べ放題！！

「幕張ディナー★ビュッフェ」

にぎり寿司（8種）食べ放題が好評！
土日祝は鉄板焼ステーキも食べ放題！！

「幕張ディナー★ビュッフェ」

1F『ラ・フォーレ』   
8月1日（日）～10月31日（日）
※8月12日～16日は土日祝日料金となります。
※貸切営業、休業の場合がございます。
17:00～21:30（最終入店20:30）

1F『ラ・フォーレ』   
8月1日（日）～10月31日（日）
※8月12日～16日は土日祝日料金となります。
※貸切営業、休業の場合がございます。
17:00～21:30（最終入店20:30）

　  　　　　　平　日　   土日祝
大　　　人　1,200円 　2,200円
シ ニ ア　　600円 　1,700円
小 学 生　　500円 　1,100円   
幼　　　児　　200円 　　600円   
３ 才 以 下   　　 0円（利用券不要）   

　  　　　　　平　日　   土日祝
大　　　人　1,200円 　2,200円
シ ニ ア　　600円 　1,700円
小 学 生　　500円 　1,100円   
幼　　　児　　200円 　　600円   
３ 才 以 下   　　 0円（利用券不要）   

場　所

期　間

時　間

料　金

tel.043-296-1126
（桂翠直通）

tel.043-296-1255
（ラ・フォーレ直通）

ご予約お問い合せ 特　　　典

組合員のみなさまに次回ご利用10％
割引券をプレゼントいたします。 tel.043-248-1128

（レストランセブンシーズ直通）

ご予約お問い合せ

組合員のみなさまに「次回御利用宿泊ご優待券
500円券」を人数分プレゼント！
～宿泊予約されている宿泊金額から割引チケッ
トの提示で1人500円割引いたします～
※1 ご優待券は、サマープランをご利用のお客
様で、1泊につき1人1枚の割引とさせていただ
きます。

※2 ご優待券の使用期限は、2021年7月31日
（土）～11月30日（火）ご宿泊分まで。
※3 ご優待券は、サマープランご利用時にお渡し
いたします。（前泊にてサマープランご利用の場
合は、ご宿泊チェックイン時にサマープランのチ
ケットをご提示ください）
※4 マル得クーポンとの併用は不可。

tel.0570-070-111
（ナビダイヤル）

ご予約お問い合せ 特　　　典

組合員様ご本人にアパ社長カレー1個
プレゼントいたします。

8月13日(金）～15日（日）はお盆期間のため、休日料金でご案
内いたします。

※インターネットからもご予約いただけます。

2021

サマープラン実施施設において、各種感染拡大予防ガイドライン等に基づき予防対策を実施していることを確認しております。詳細につい
ては各施設へ個別にお問い合わせください。また、ご利用の際は「令和3年6月21日付総務局長通知　新型コロナウイルス感染症の感染防止
のための取組みの促進について（再周知）」を遵守し、適切に対応いただきますようお願いします。

ホ テ ル の 営 業 時 間 等 に つ い て
営業時間は、平常時の営業時間を掲載しています。詳しくはホテルのホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
なお今後の状況によっては、営業時間・営業内容等が変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。

サ マ ー プ ラ ン の 申 請 に つ い て
コロナ感染症対策として密を避けるため以下の通りとします。ご協力をお願いします。
利用申込書は職場単位で取りまとめ、メール便等で組合事務所へご申請ください。ＦＡＸ不可

ご申請時に取りまとめ担当者をご連絡ください。

組合事務所に到着後２営業日程度で準備・ご連絡します。余裕をもってご申請ください。

用意ができましたら取りまとめ担当者へご連絡しますので、組合事務所でお受取りください。

利用申込書には、氏名・職員コード・職場名のほか、ご自宅の住所・電話番号・生年月日の記入が必要です。

利用申込書に、本人確認書類（名札・身分証明書等）のコピーを貼付ください。

申込書の記入事項は、サマープラン事務その他組合活動の目的に利用させていただきます。

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

※ソフトドリンクバー（通常300円）サービス 
※混雑が予想されますのでご予約をお勧めいたします。
※ソフトドリンクバー（通常300円）サービス 
※混雑が予想されますのでご予約をお勧めいたします。

ウィークエンド＆ホリデー洋中ランチバイキングウィークエンド＆ホリデー洋中ランチバイキング
1階 レストラン『セブンシーズ』
8月1日（日）～8月29日（日）の土日祝日限定
期間延長の場合あり。（詳細は店舗まで）
11:30～14:00
大　　　人　1,700円
シ ニ ア　1,400円
小 学 生　　900円
幼　　　児　　600円
３ 才 以 下　無料（利用券不要）

1階 レストラン『セブンシーズ』
8月1日（日）～8月29日（日）の土日祝日限定
期間延長の場合あり。（詳細は店舗まで）
11:30～14:00
大　　　人　1,700円
シ ニ ア　1,400円
小 学 生　　900円
幼　　　児　　600円
３ 才 以 下　無料（利用券不要）

場　所
期　間

時　間
料　金

※13:00以降のご来店・ご利用のお客様は、ソフトドリンクバー付き※13:00以降のご来店・ご利用のお客様は、ソフトドリンクバー付き

※11：30～13：00にご来店のお客様は、お食事のみ対象となります。
　ドリンクバーをご利用の場合は、別途300円（消費税・サービス料込）を頂戴いたします
※11：30～13：00にご来店のお客様は、お食事のみ対象となります。
　ドリンクバーをご利用の場合は、別途300円（消費税・サービス料込）を頂戴いたします

平日ランチタイム限定「和洋中 選べるランチ」平日ランチタイム限定「和洋中 選べるランチ」

1階 レストラン『セブンシーズ』
 8月2日（月）～10月29日（金）の平日限定
 11:30～14:00（ランチタイム）

《和　　食》大　人　1,000円
《洋　　食》大　人　　700円
《中国料理》大　人　　　0円

1階 レストラン『セブンシーズ』
 8月2日（月）～10月29日（金）の平日限定
 11:30～14:00（ランチタイム）

《和　　食》大　人　1,000円
《洋　　食》大　人　　700円
《中国料理》大　人　　　0円

場　所
期　間
時　間

料　金
※13:00以降のご来店・ご利用のお客様は、ソフトドリンクバー付き※13:00以降のご来店・ご利用のお客様は、ソフトドリンクバー付き

※11:30～13:00にご来店のお客様は、お食事のみ対象となります。
ドリンクバーをご利用の場合は、別途300円（消費税・サービス料込）を頂戴いたします。
※11:30～13:00にご来店のお客様は、お食事のみ対象となります。
ドリンクバーをご利用の場合は、別途300円（消費税・サービス料込）を頂戴いたします。

平日ランチタイム限定 「カレーフェア」平日ランチタイム限定 「カレーフェア」

1階 レストラン『セブンシーズ』
8月2日（月）～8月31日（火）の平日限定
11:30～14:00

大　人　0円

1階 レストラン『セブンシーズ』
8月2日（月）～8月31日（火）の平日限定
11:30～14:00

大　人　0円

場　所
期　間
時　間

料　金

※ワンドリンクサービス（ビール・ワイン・オレンジ・ウーロン茶）付き※ワンドリンクサービス（ビール・ワイン・オレンジ・ウーロン茶）付き

ディナータイム限定 選べる和食会席・中国料理コースディナータイム限定 選べる和食会席・中国料理コース

1階 レストラン『セブンシーズ』
8月1日（日）～10月31日（日）
17:00～19:00
大　　　人　4,300円

1階 レストラン『セブンシーズ』
8月1日（日）～10月31日（日）
17:00～19:00
大　　　人　4,300円

場　所
期　間
時　間
料　金

《和　　　　　食》8月1日（日）～15日（日）「早取り松茸膳」
　　　　　　　　　8月16日（月）～31日（火）「肉祭り」
　　　　　　　　　9月4日（土）～26日（日）の土日祝日限定「秋味九彩会席」
　　　　　　　　　10月度は店舗までお問い合せ願います
《中国料理コース》8月1日（日）～10月31日（日）

《和　　　　　食》8月1日（日）～15日（日）「早取り松茸膳」
　　　　　　　　　8月16日（月）～31日（火）「肉祭り」
　　　　　　　　　9月4日（土）～26日（日）の土日祝日限定「秋味九彩会席」
　　　　　　　　　10月度は店舗までお問い合せ願います
《中国料理コース》8月1日（日）～10月31日（日）

下記メニューより1品お選び下さい
・フィレポークカツカレー
・小海老とフレッシュトマトのマサラカレー
・チキンのグリーンカレー
・特製ドライカレー　温泉卵のせ

下記メニューより1品お選び下さい
・フィレポークカツカレー
・小海老とフレッシュトマトのマサラカレー
・チキンのグリーンカレー
・特製ドライカレー　温泉卵のせ

《和　　食》ひととき寿司御膳
《洋　　食》牛フィレステーキランチコース
《中国料理》週替り満腹ランチ

《和　　食》ひととき寿司御膳
《洋　　食》牛フィレステーキランチコース
《中国料理》週替り満腹ランチ

ランチバイキングを洋食＆中国料理でリニューアル!!　
お子様喜ぶ西洋料理、どれを食べても間違いなし！の
中国料理のバイキングを個々盛・目の前での取り分け等、
新しいバイキングにてご堪能ください

ランチバイキングを洋食＆中国料理でリニューアル!!　
お子様喜ぶ西洋料理、どれを食べても間違いなし！の
中国料理のバイキングを個々盛・目の前での取り分け等、
新しいバイキングにてご堪能ください

特

　典

チケットの発券は
9月末申請分まで
となります。



オークラ千葉ホテル

アパホテル＆リゾート
［東京ベイ幕張］

●申請は一回限りです。掲載のプランの中からいずれか一つご利用いただけます。
●ご利用できる方は次のとおりです。①組合員本人②配偶者③本人または配偶者が扶養して
いる子④本人が扶養している親(※扶養していない子・祖父母はご利用できません)
●配偶者・子・親は組合員本人とご一緒に利用してください。
●利用券は金券です。再発行はできません。
●利用券は譲渡しないでください。利用状況について確認させていただくことがございま
す。不正利用の場合には返金していただきますので、良識あるご利用をお願いいたします。
●ご予約・ご入店時にサマープランの利用である旨をお伝えください。

ご利用について

利用申込書はインターネットでダウンロードできます。
http://union-chiba.org/summer/

利用申込書はインターネットでダウンロードできます。
http://union-chiba.org/summer/

メニュー、期間等の詳細は各ホテルにご確認ください。
また、混雑が予想されますのでご予約をおすすめします。
メニュー、期間等の詳細は各ホテルにご確認ください。
また、混雑が予想されますのでご予約をおすすめします。

感 染 症 対 策 に つ い て

S U M M E R  P L A N

開催日開催日

（※チケットの発券は9月末申請分まで）
8月1日（日）～10月31日（日）8月1日（日）～10月31日（日）

※ビールやカクテルなど 約50種類アルコール飲み放題付き
※0円でも利用券は必要となります
※ビールやカクテルなど 約50種類アルコール飲み放題付き
※0円でも利用券は必要となります

※ソフトドリンク飲み放題付き※ソフトドリンク飲み放題付き

※ソフトドリンク飲み放題付き※ソフトドリンク飲み放題付き

※ソフトドリンク飲み放題付き 
※0円でも利用券は必要となります
※ソフトドリンク飲み放題付き 
※0円でも利用券は必要となります

地下1階、隠れ家のようなレストラン。
五感で楽しむ鉄板焼。
地下1階、隠れ家のようなレストラン。
五感で楽しむ鉄板焼。

地上180ｍからの景色を眺めながら、
シェフが腕をふるった
　　お料理をお楽しみください。

地上180ｍからの景色を眺めながら、
シェフが腕をふるった
　　お料理をお楽しみください。

明るい陽光が差し込む、
開放的なプールサイドのダイニング。
明るい陽光が差し込む、
開放的なプールサイドのダイニング。

地下1階『鉄板焼七海』
043-296-1325
8月1日（日）～10月31日（日）
ランチ　　11:30～15:00
ディナー　17:30～21:30
ランチタイム ※対象は大人のみ

ディナータイム ※対象は大人のみ

地下1階『鉄板焼七海』
043-296-1325
8月1日（日）～10月31日（日）
ランチ　　11:30～15:00
ディナー　17:30～21:30
ランチタイム ※対象は大人のみ

ディナータイム ※対象は大人のみ

場　所

電話番号

期　間

時　間

料　金

料　金

50階『スカイクルーズマクハリ』
043-296-1343 
8月1日（日）～10月31日（日）
ランチ  　 11:30～14:00
ディナー   17:30～20:30 （※土日祝日限定）
ランチビュッフェ

ディナービュッフェ ※土日祝日限定

50階『スカイクルーズマクハリ』
043-296-1343 
8月1日（日）～10月31日（日）
ランチ  　 11:30～14:00
ディナー   17:30～20:30 （※土日祝日限定）
ランチビュッフェ

ディナービュッフェ ※土日祝日限定

               ［平　日 / 休　日］
大　　　人　700円 / 1,200円 
小　学　生　500円 / 　800円 
幼　　　児　　 0円 / 　　0円
 

大　　　人　4,000円 
小　学　生　1,500円
幼　　　児　　500円

               ［平　日 / 休　日］
大　　　人　700円 / 1,200円 
小　学　生　500円 / 　800円 
幼　　　児　　 0円 / 　　0円
 

大　　　人　4,000円 
小　学　生　1,500円
幼　　　児　　500円

               ［平　日 / 休　日］　
大　　　人　500円 / 1,200円
小　学　生　　 0円 / 　800円
幼　　　児　　 0円 / 　　0円

                 ［平　日 / 休　日］
大　　　人　1,700円 / 3,000円
小　学　生　1,000円 / 1,800円
幼　　　児　　　0円 / 　500円

               ［平　日 / 休　日］　
大　　　人　500円 / 1,200円
小　学　生　　 0円 / 　800円
幼　　　児　　 0円 / 　　0円

                 ［平　日 / 休　日］
大　　　人　1,700円 / 3,000円
小　学　生　1,000円 / 1,800円
幼　　　児　　　0円 / 　500円

1階『ラ・ベランダ』
043-296-1326 
 8月1日（日）～10月31日（日）
ランチ　　11:30～14:00
ディナー　17:30～21:30
ランチビュッフェ

ディナービュッフェ

1階『ラ・ベランダ』
043-296-1326 
 8月1日（日）～10月31日（日）
ランチ　　11:30～14:00
ディナー　17:30～21:30
ランチビュッフェ

ディナービュッフェ

場　所

電話番号

期　間

時　間

料　金

料　金

場　所

電話番号

期　間

時　間

料　金

料　金

ホテルグリーンタワー幕張

※コーラ、ソフトドリンク、コーヒー付！
☆三井アウトレットがすぐ目の前
★ショッピングの合間でもOK(^^)/

※コーラ、ソフトドリンク、コーヒー付！
☆三井アウトレットがすぐ目の前
★ショッピングの合間でもOK(^^)/

ローストビーフ＆
フレンチトースト食べ放題

「幕張ランチ★ビュッフェ」

ローストビーフ＆
フレンチトースト食べ放題

「幕張ランチ★ビュッフェ」

1F『ラ・フォーレ』   
8月1日（日）～10月31日（日）
※8月12日～16日は土日祝日料金となります。   
平　日　11:30～15:00（最終入店14:00）
※土日祝は30分延長

1F『ラ・フォーレ』   
8月1日（日）～10月31日（日）
※8月12日～16日は土日祝日料金となります。   
平　日　11:30～15:00（最終入店14:00）
※土日祝は30分延長

場　所

期　間

時　間

料　金　　　　　　平　日　土日祝
大　　　人　700円　 900円
シ ニ ア　400円　 600円
小 学 生　500円　 900円   
幼　　　児　200円　 400円   
３ 才 以 下　　 0円（利用券不要）   

　　　　　　平　日　土日祝
大　　　人　700円　 900円
シ ニ ア　400円　 600円
小 学 生　500円　 900円   
幼　　　児　200円　 400円   
３ 才 以 下　　 0円（利用券不要）   

愛知県一色産うなぎを使用。ご注文をいただいてから
じっくりと焼き上げます。20～30分かかりますので
【ご予約】をおススメします。
★土日祝も同料金です！

愛知県一色産うなぎを使用。ご注文をいただいてから
じっくりと焼き上げます。20～30分かかりますので
【ご予約】をおススメします。
★土日祝も同料金です！

夏のスタミナメニュー
　　　　  「うな重（肝吸い付）」
夏のスタミナメニュー
　　　　  「うな重（肝吸い付）」

1F和食『桂翠（けいすい）』   
8月1日（日）～10月31日（日）
※火曜定休
11:30～15:00（最終入店14:30）
※土日祝は30分延長
17:30～21:30（最終入店20:30）   

1F和食『桂翠（けいすい）』   
8月1日（日）～10月31日（日）
※火曜定休
11:30～15:00（最終入店14:30）
※土日祝は30分延長
17:30～21:30（最終入店20:30）   

場　所

期　間

時　間

料　金

大　　人　2,500円
　　　　　大人の方限定（中学生以上）
大　　人　2,500円
　　　　　大人の方限定（中学生以上）

　　　　※お持ち帰りも承ります！　　　　※お持ち帰りも承ります！

①鉄板焼ランチ
　平　　日　大人　1,500円
　土日祝日　大人　2,000円
②サマープラン特別コース
　平　　日　大人　6,500円
　土日祝日　大人　7,000円

①サマープラン特別コース
　平　　日　大人　6,500円
　土日祝日　大人　7,000円

①鉄板焼ランチ
　平　　日　大人　1,500円
　土日祝日　大人　2,000円
②サマープラン特別コース
　平　　日　大人　6,500円
　土日祝日　大人　7,000円

①サマープラン特別コース
　平　　日　大人　6,500円
　土日祝日　大人　7,000円

※コーラ、ソフトドリンク、コーヒー付！
ディナー限定「にぎり寿司8種食べ放題」！！
平日もプラス1000円でステーキ追加もOK！

※コーラ、ソフトドリンク、コーヒー付！
ディナー限定「にぎり寿司8種食べ放題」！！
平日もプラス1000円でステーキ追加もOK！

にぎり寿司（8種）食べ放題が好評！
土日祝は鉄板焼ステーキも食べ放題！！

「幕張ディナー★ビュッフェ」

にぎり寿司（8種）食べ放題が好評！
土日祝は鉄板焼ステーキも食べ放題！！

「幕張ディナー★ビュッフェ」

1F『ラ・フォーレ』   
8月1日（日）～10月31日（日）
※8月12日～16日は土日祝日料金となります。
※貸切営業、休業の場合がございます。
17:00～21:30（最終入店20:30）

1F『ラ・フォーレ』   
8月1日（日）～10月31日（日）
※8月12日～16日は土日祝日料金となります。
※貸切営業、休業の場合がございます。
17:00～21:30（最終入店20:30）

　  　　　　　平　日　   土日祝
大　　　人　1,200円 　2,200円
シ ニ ア　　600円 　1,700円
小 学 生　　500円 　1,100円   
幼　　　児　　200円 　　600円   
３ 才 以 下   　　 0円（利用券不要）   

　  　　　　　平　日　   土日祝
大　　　人　1,200円 　2,200円
シ ニ ア　　600円 　1,700円
小 学 生　　500円 　1,100円   
幼　　　児　　200円 　　600円   
３ 才 以 下   　　 0円（利用券不要）   

場　所

期　間

時　間

料　金

tel.043-296-1126
（桂翠直通）

tel.043-296-1255
（ラ・フォーレ直通）

ご予約お問い合せ 特　　　典

組合員のみなさまに次回ご利用10％
割引券をプレゼントいたします。 tel.043-248-1128

（レストランセブンシーズ直通）

ご予約お問い合せ

組合員のみなさまに「次回御利用宿泊ご優待券
500円券」を人数分プレゼント！
～宿泊予約されている宿泊金額から割引チケッ
トの提示で1人500円割引いたします～
※1 ご優待券は、サマープランをご利用のお客
様で、1泊につき1人1枚の割引とさせていただ
きます。

※2 ご優待券の使用期限は、2021年7月31日
（土）～11月30日（火）ご宿泊分まで。
※3 ご優待券は、サマープランご利用時にお渡し
いたします。（前泊にてサマープランご利用の場
合は、ご宿泊チェックイン時にサマープランのチ
ケットをご提示ください）
※4 マル得クーポンとの併用は不可。

tel.0570-070-111
（ナビダイヤル）

ご予約お問い合せ 特　　　典

組合員様ご本人にアパ社長カレー1個
プレゼントいたします。

8月13日(金）～15日（日）はお盆期間のため、休日料金でご案
内いたします。

※インターネットからもご予約いただけます。

2021

サマープラン実施施設において、各種感染拡大予防ガイドライン等に基づき予防対策を実施していることを確認しております。詳細につい
ては各施設へ個別にお問い合わせください。また、ご利用の際は「令和3年6月21日付総務局長通知　新型コロナウイルス感染症の感染防止
のための取組みの促進について（再周知）」を遵守し、適切に対応いただきますようお願いします。

ホ テ ル の 営 業 時 間 等 に つ い て
営業時間は、平常時の営業時間を掲載しています。詳しくはホテルのホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
なお今後の状況によっては、営業時間・営業内容等が変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。

サ マ ー プ ラ ン の 申 請 に つ い て
コロナ感染症対策として密を避けるため以下の通りとします。ご協力をお願いします。
利用申込書は職場単位で取りまとめ、メール便等で組合事務所へご申請ください。ＦＡＸ不可

ご申請時に取りまとめ担当者をご連絡ください。

組合事務所に到着後２営業日程度で準備・ご連絡します。余裕をもってご申請ください。

用意ができましたら取りまとめ担当者へご連絡しますので、組合事務所でお受取りください。

利用申込書には、氏名・職員コード・職場名のほか、ご自宅の住所・電話番号・生年月日の記入が必要です。

利用申込書に、本人確認書類（名札・身分証明書等）のコピーを貼付ください。

申込書の記入事項は、サマープラン事務その他組合活動の目的に利用させていただきます。

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

※ソフトドリンクバー（通常300円）サービス 
※混雑が予想されますのでご予約をお勧めいたします。
※ソフトドリンクバー（通常300円）サービス 
※混雑が予想されますのでご予約をお勧めいたします。

ウィークエンド＆ホリデー洋中ランチバイキングウィークエンド＆ホリデー洋中ランチバイキング
1階 レストラン『セブンシーズ』
8月1日（日）～8月29日（日）の土日祝日限定
期間延長の場合あり。（詳細は店舗まで）
11:30～14:00
大　　　人　1,700円
シ ニ ア　1,400円
小 学 生　　900円
幼　　　児　　600円
３ 才 以 下　無料（利用券不要）

1階 レストラン『セブンシーズ』
8月1日（日）～8月29日（日）の土日祝日限定
期間延長の場合あり。（詳細は店舗まで）
11:30～14:00
大　　　人　1,700円
シ ニ ア　1,400円
小 学 生　　900円
幼　　　児　　600円
３ 才 以 下　無料（利用券不要）

場　所
期　間

時　間
料　金

※13:00以降のご来店・ご利用のお客様は、ソフトドリンクバー付き※13:00以降のご来店・ご利用のお客様は、ソフトドリンクバー付き

※11：30～13：00にご来店のお客様は、お食事のみ対象となります。
　ドリンクバーをご利用の場合は、別途300円（消費税・サービス料込）を頂戴いたします
※11：30～13：00にご来店のお客様は、お食事のみ対象となります。
　ドリンクバーをご利用の場合は、別途300円（消費税・サービス料込）を頂戴いたします

平日ランチタイム限定「和洋中 選べるランチ」平日ランチタイム限定「和洋中 選べるランチ」

1階 レストラン『セブンシーズ』
 8月2日（月）～10月29日（金）の平日限定
 11:30～14:00（ランチタイム）

《和　　食》大　人　1,000円
《洋　　食》大　人　　700円
《中国料理》大　人　　　0円

1階 レストラン『セブンシーズ』
 8月2日（月）～10月29日（金）の平日限定
 11:30～14:00（ランチタイム）

《和　　食》大　人　1,000円
《洋　　食》大　人　　700円
《中国料理》大　人　　　0円

場　所
期　間
時　間

料　金
※13:00以降のご来店・ご利用のお客様は、ソフトドリンクバー付き※13:00以降のご来店・ご利用のお客様は、ソフトドリンクバー付き

※11:30～13:00にご来店のお客様は、お食事のみ対象となります。
ドリンクバーをご利用の場合は、別途300円（消費税・サービス料込）を頂戴いたします。
※11:30～13:00にご来店のお客様は、お食事のみ対象となります。
ドリンクバーをご利用の場合は、別途300円（消費税・サービス料込）を頂戴いたします。

平日ランチタイム限定 「カレーフェア」平日ランチタイム限定 「カレーフェア」

1階 レストラン『セブンシーズ』
8月2日（月）～8月31日（火）の平日限定
11:30～14:00

大　人　0円

1階 レストラン『セブンシーズ』
8月2日（月）～8月31日（火）の平日限定
11:30～14:00

大　人　0円

場　所
期　間
時　間

料　金

※ワンドリンクサービス（ビール・ワイン・オレンジ・ウーロン茶）付き※ワンドリンクサービス（ビール・ワイン・オレンジ・ウーロン茶）付き

ディナータイム限定 選べる和食会席・中国料理コースディナータイム限定 選べる和食会席・中国料理コース

1階 レストラン『セブンシーズ』
8月1日（日）～10月31日（日）
17:00～19:00
大　　　人　4,300円
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場　所
期　間
時　間
料　金

《和　　　　　食》8月1日（日）～15日（日）「早取り松茸膳」
　　　　　　　　　8月16日（月）～31日（火）「肉祭り」
　　　　　　　　　9月4日（土）～26日（日）の土日祝日限定「秋味九彩会席」
　　　　　　　　　10月度は店舗までお問い合せ願います
《中国料理コース》8月1日（日）～10月31日（日）
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下記メニューより1品お選び下さい
・フィレポークカツカレー
・小海老とフレッシュトマトのマサラカレー
・チキンのグリーンカレー
・特製ドライカレー　温泉卵のせ
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・特製ドライカレー　温泉卵のせ

《和　　食》ひととき寿司御膳
《洋　　食》牛フィレステーキランチコース
《中国料理》週替り満腹ランチ
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ランチバイキングを洋食＆中国料理でリニューアル!!　
お子様喜ぶ西洋料理、どれを食べても間違いなし！の
中国料理のバイキングを個々盛・目の前での取り分け等、
新しいバイキングにてご堪能ください

ランチバイキングを洋食＆中国料理でリニューアル!!　
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特

　典

チケットの発券は
9月末申請分まで
となります。
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