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宿泊施設

 監督室

 ツイン

 合宿部屋

部屋タイプ 部屋数 定員
最大収
容人数

設備 備考

監督室（ツイン） 2 2 3 バス・トイレ付 バリアフリー

ツイン 16 2 3 バス・トイレ付

合宿部屋

1 4 4 シャワーブース・
トイレ付

大浴場あり

5 6 6 シャワーブース・
トイレ付

大浴場あり

合計 24 70 88

ツインルーム客室 合宿部屋客室合宿部屋客室
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※15名様以上の団体に限ります

※大浴場は交代制となります



◆ルームチャージ

◆研修会宿泊パック

◆フットサル宿泊パック

◆元気応援プラン

◆ゆららパック

プラン

料金 ※1人当たり

内容

シングル ツイン トリプル 合宿

ルームチャージ 8,220 6,170 5,140 3,600
客室のみ宿泊料金

研修会宿泊パック 8,000 7,000 6,000 5,500 企業等の宿泊研修企画パック

フットサル宿泊
パック

9,100 8,100 7,100 6,600
フットサルコートの

合宿プラン

元気応援プラン 8,800 7,800 6,800 -
ジム・プールを自由に利用

できる宿泊プラン

ゆららパック 9,600 8,600 7,600 7,100
フットサルパックとゆらら
利用をセットにしたプラン

宿泊プラン
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※満6才未満のお子様でベット、寝具をご
利用しない方は宿泊人数に含めません



宿泊料金

宿泊料金内容（一般利用）

宿泊のみ料金 ※1人当たり

ツイン トリプル 合宿

6,170 5,140 3,600

ツインルーム客室

※シングル利用は8,220円

レストラン

宿泊食事料金 一般 小学生

朝食 1,295 1,080

昼食 1,945 1,620

夕食 2,700 2,160

タイプ 宿泊のみ 1泊2食付 1泊朝食付

シングル 8,220 12,215 9,515

ツイン 6,170 10,165 7,465

トリプル 5,140 9,135 6,435

合宿 3,600 7,595 4,895

※食事料金は大人料金で計算しています

※合宿部屋の利用は15名以上の団体となります
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研修会宿泊パック

宿泊プラン内容（宿泊研修用プラン：1泊2食付）

料金 ※1人当たり

ツイン トリプル 合宿

7,000 6,000 5,500

会議室

※シングル利用は8,000円

【プラン特典】
◆１泊２食付
◆会議室利用料金を宿泊パック特別料金にて対応
◆付帯設備利用料（プロジェクター、マイク等）をサービス
◆マイクロバスでの送迎（清水区内１箇所）
◆ノベルティグッズを宿泊人数分プレゼント

会議室タイプ 収容人数
特別料金

（1時間あたり）

大会議室 150名 1,500円

中会議室 90名 1,000円

会議室１~５ 10~39名 500円

※合宿部屋の利用は15名以上となります

企業研修に・・・
勉強会合宿に・・・
サークル活動に・・・
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※宴会プラン（飲み放題付）は2,500円追加



フットサル宿泊パック

宿泊プラン内容（人工芝コートフットサル合宿プラン：1泊2食付）

料金 ※1人当たり

ツイン トリプル 合宿

8,100 7,100 6,600

フットサル人工芝コート

※シングル利用は9,100円

【プラン特典】
◆１泊２食付
◆昼間4時間からの人工芝コート利用料金（最大6時間）が含まれます
◆ビブス、タイマー等の無料貸し出し
◆アイシング用の氷を無料で提供します

※10名様からのプランとなります
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※宴会プラン（飲み放題付）は2,000円追加



＜利用制限について＞
◆ジム・・・高校生以上
・初回オリエンテーションあり、11:00、14:00、16:00、19:30
・その他の時間は要相談

◆アクプール・・・5歳以上、小学生までは保護者同伴
・平日15:00～19:45
・土日祝15:00～18:00

◆スタジオ・・・中学生以上

元気応援プラン

宿泊プラン内容（ジム、アクア、スタジオレッスン利用付：1泊2食付）

料金 ※1人当たり

ツイン トリプル 合宿

7,800 6,800 -

トレーニングジム アクアプール

※シングル利用は8,800円

スタジオ

【プラン特典】
◆１泊２食付
◆ジム、アクア、スタジオレッスン利用券付
◆アメニティランクアップ
◆お部屋にプレゼントをご用意
◆レストラン500円券プレゼント
◆チェックアウト12時OK
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ゆららパック

宿泊プラン内容（フットサルパックにゆらら利用がついたプラン：1泊2食付）

料金 ※1人当たり

ツイン トリプル 合宿

8,600 7,600 7,100

※シングル利用は9,600円

【プラン特典】
◆１泊２食付
◆昼間4時間からの人工芝コート利用料金（最大6時間）が含まれます
◆宿泊は合宿部屋となります
◆ビブス、タイマー等の無料貸し出し
◆アイシング用の氷を無料で提供します
◆ゆらら1回利用付

※15名様以上のプランです

※中学生以下は6,850円
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※宴会プラン（飲み放題付）は2,000円追加



エスパルスホーム
ゲームサッカー観戦
宿泊パック
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料金 ※1人当たり

ツイン トリプル 合宿

9,880 8,880円 8,380円

※シングル利用は10,880円
円

＜ご予約について＞
・宿泊予約は試合開催１週間前まで
・予約後のチケットキャンセルはできません
・１名様より予約可
・ケット完売の場合は予約終了となります
・マイクロバスによるスタジアム送迎あり（定刻）

宿泊プラン内容（エスパルスホームゲームサッカー観戦：1泊2食付）

【プラン特典】
◆１泊２食付
◆J-STEP→アイエイアイスタジアム送迎（マイクロバス）有り



女子会
パーティープラン
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料金 ※1人当たり

ツイン トリプル 合宿

8,500 7,500 7,000

※シングル利用は9,500円
円

宿泊プラン内容（女性限定プラン：1泊2食付）

【プラン特典】
◆１泊２食付、夕食時飲み放題、レストラン割引券500円プレゼント
◆レイトチェックアウト12:00
◆アメニティラックアップ
◆ジム・プール・スタジオ無料利用付

＜ご予約について＞
・夕食はメインディッシュ（肉or魚）チョイス
・夕食時飲み放題付
・チェックイン後のジム、プール、スタジオ無料利用可
※スタジオは2回目より有料
※ジム初回オリエンテーションあり
1日4回・・11:00、14:00、16:00、19:30その他要相談

※2名様以上のプランです


