
夏のサヤン・テラスの過ごし方をご紹介します！夏のサヤン・テラスの過ごし方をご紹介します！
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お車でお越しの場合、
10:00以降駐車場の空きがあれば
ご自由にお停めください。

（宿泊滞在中︓無料）

お車でお越しの場合、
10:00以降駐車場の空きがあれば
ご自由にお停めください。

（宿泊滞在中︓無料）

ホテルに着いたらまず、チェックインの手続きを。
更衣室をご案内します。（チェックイン後、鍵をお渡し）
ホテルに着いたらまず、チェックインの手続きを。
更衣室をご案内します。（チェックイン後、鍵をお渡し）

夏季限定でカフェがOPEN︕
テイクアウトのドリンク・軽食を販売いたします。
テラスやビーチでお召し上がりください♪

夏季限定でカフェがOPEN︕
テイクアウトのドリンク・軽食を販売いたします。
テラスやビーチでお召し上がりください♪
営業期間／7/9～8/31まで（プレオープン7/2・3）※7/12・13は定休

ドリンク（10:30～21:00）／コーヒー、ビール、カクテル、ソフトドリンク etc

フード（11:30～20:30）／ホットサンド、からあげ、ポテト、スナック類 etc

営業期間／7/9～8/31まで（プレオープン7/2・3）※7/12・13は定休

ドリンク（10:30～21:00）／コーヒー、ビール、カクテル、ソフトドリンク etc

フード（11:30～20:30）／ホットサンド、からあげ、ポテト、スナック類 etc

アジアンフェア開催︕
アジア各国の代表的料理を
お楽しみください♪

アジアンフェア開催︕
アジア各国の代表的料理を
お楽しみください♪

【7/16～8/31】※定休日なし

営業形式／フルバイキング

大人 1,800円・小学生 1000円
未就学児 500円・3歳未満無料

【7/16～8/31】※定休日なし

営業形式／フルバイキング

大人 1,800円・小学生 1000円
未就学児 500円・3歳未満無料

※写真は全てイメージです。 ※料金は全て税込表示です。 ※館内各所にアルコール消毒を設置しております。 ※バイキングでは食事をお取り頂く際に、マスクの着用をお願い致します。また使い捨て手袋を設置しておりますので、ご利用ください。※写真は全てイメージです。 ※料金は全て税込表示です。 ※館内各所にアルコール消毒を設置しております。 ※バイキングでは食事をお取り頂く際に、マスクの着用をお願い致します。また使い捨て手袋を設置しておりますので、ご利用ください。

・タオル利用の場合はレンタルタオルが200円
・海で遊んでもOK
・ラウンジャー貸出はフロントにて、1台2,000円
・その他、テラス机やイスは無料でお貸出し（数量限定・先着順）

・タオル利用の場合はレンタルタオルが200円
・海で遊んでもOK
・ラウンジャー貸出はフロントにて、1台2,000円
・その他、テラス机やイスは無料でお貸出し（数量限定・先着順）

※人数によって大浴場の更衣室のご案内を致します。
　当日スタッフにご確認ください。
※人数によって大浴場の更衣室のご案内を致します。
　当日スタッフにご確認ください。

ホテル目の前の浜海水浴場ホテル目の前の浜海水浴場

電車でお越しの場合、
御宿駅からの送迎可。

（9:00～18:00まで／要予約）

電車でお越しの場合、
御宿駅からの送迎可。

（9:00～18:00まで／要予約）

ホテル到着・チェックイン10︓00～

プール＆ジャグジー

ROUTE 38 CAFE
レストラン ランチ

10︓00～

10︓30～21︓00
11︓30～14︓30 (L.O13:45)

タイ「ガパオライス」タイ「ガパオライス」

インド「タンドリーチキン」インド「タンドリーチキン」

ベトナム「フォー」ベトナム「フォー」

中国「杏仁豆腐」中国「杏仁豆腐」

中国「小籠包」中国「小籠包」

サヤン・テラスの過ごし方 ������



※要予約（ご利用の際は事前にご予約ください）※要予約（ご利用の際は事前にご予約ください）

※7/5・6・12・13は定休※7/5・6・12・13は定休

※雨天中止※雨天中止

（7/16～8/31は千葉県産食材コース料理）（7/16～8/31は千葉県産食材コース料理）

7/16～8/31（金土日・祝日）・8/6～8/14（毎日）の

期間中、わたあめ・ボールすくい・射的・くじ引き・

お面などの縁日を開催します！

7/16～8/31（金土日・祝日）・8/6～8/14（毎日）の

期間中、わたあめ・ボールすくい・射的・くじ引き・

お面などの縁日を開催します！

※宿泊者限定（ご利用の際はフロントまでお申し付けください）※宿泊者限定（ご利用の際はフロントまでお申し付けください）

【7/1～8/31】【7/1～8/31】

※写真は全てイメージです。 ※料金は全て税込表示です。 ※館内各所にアルコール消毒を設置しております。 ※バイキングでは食事をお取り頂く際に、マスクの着用をお願い致します。また使い捨て手袋を設置しておりますので、ご利用ください。※写真は全てイメージです。 ※料金は全て税込表示です。 ※館内各所にアルコール消毒を設置しております。 ※バイキングでは食事をお取り頂く際に、マスクの着用をお願い致します。また使い捨て手袋を設置しておりますので、ご利用ください。

営業時間／16:00～24:00営業時間／16:00～24:00

貸出時間／～22:00

料金／1日500円（雨の日無料）

貸出時間／～22:00

料金／1日500円（雨の日無料）

※客室内にタオルのご用意はございませんので

　客室内のタオルをご持参ください

※客室内にタオルのご用意はございませんので

　客室内のタオルをご持参ください

フロントにて人生ゲーム・ＵＮＯ・
ジェンガ等のボードゲームの貸出を
行っております。

フロントにて人生ゲーム・ＵＮＯ・
ジェンガ等のボードゲームの貸出を
行っております。

お部屋にチェックイン15︓00～

ホテル前の海岸で花火もできます︕※22:00迄ホテル前の海岸で花火もできます︕※22:00迄

縁日開催︕縁日開催︕

※花火は売店でも購入可能。持込でもバケツと
　チャッカマンの貸出がフロントで可能。
※花火は売店でも購入可能。持込でもバケツと
　チャッカマンの貸出がフロントで可能。

18:00～20:30（最終入場20:00）

※天候によって変更有、雨天中止、月曜・木曜定休）

18:00～20:30（最終入場20:00）

※天候によって変更有、雨天中止、月曜・木曜定休）

夏季限定ナイトプール&ジャグジーOPEN︕（8/6～8/20）夏季限定ナイトプール&ジャグジーOPEN︕（8/6～8/20）

【ムーンロード】岩盤浴「Stone Spa」【ムーンロード】岩盤浴「Stone Spa」

ナイトプール＆ジャグジー19︓30～

男性用男性用

2日目に続く2日目に続く

サウナ（男性専用）サウナ（男性専用）

大浴場利用OK16︓00～

営業時間／16:00～23:00（最終入店22：00）
利用時間／50分（定員2名・貸切）
利用料金／1名利用／1,500円・2名利用／2,000円
　　　　（サウナ着・ミネラルウォーター付）

営業時間／16:00～23:00（最終入店22：00）
利用時間／50分（定員2名・貸切）
利用料金／1名利用／1,500円・2名利用／2,000円
　　　　（サウナ着・ミネラルウォーター付）

岩盤浴『Stone Spa』16︓00～

フレンチコース料理　5,000円フレンチコース料理　5,000円

レストラン ディナー18︓00～

女性用女性用

男性用男性用

露天ジェットバス付
デラックスツインルーム
露天ジェットバス付
デラックスツインルーム

千葉県産アルコール飲料千葉県産アルコール飲料



周辺施設案内

詩人加藤まさを氏が大正12年に
発表した童謡「月の沙漠」は御宿
海岸が舞台となり、このことを記
念し御宿中央海水浴場に建てら
れた記念像。

当ホテルより徒歩5分

詩人加藤まさを氏が大正12年に
発表した童謡「月の沙漠」は御宿
海岸が舞台となり、このことを記
念し御宿中央海水浴場に建てら
れた記念像。

当ホテルより徒歩5分

色とりどりのフラワーガーデン、
わんぱく広場にドイツを思わせる
数々の建物、書ききれないほど見
所満載！雄大な自然にふれたい
なら、絶対オススメです！

当ホテルより車で約60分

色とりどりのフラワーガーデン、
わんぱく広場にドイツを思わせる
数々の建物、書ききれないほど見
所満載！雄大な自然にふれたい
なら、絶対オススメです！

当ホテルより車で約60分

■東京ドイツ村■東京ドイツ村

日本三大朝市のひとつ。60～80
軒ほどの露店が並び、週末は観光
客も加わり大盛況になる。10～３
月なら、旬の伊勢エビが格安で販
売。新鮮野菜に花や魚も安さも折
り紙つき！

当ホテルより車で約15分

日本三大朝市のひとつ。60～80
軒ほどの露店が並び、週末は観光
客も加わり大盛況になる。10～３
月なら、旬の伊勢エビが格安で販
売。新鮮野菜に花や魚も安さも折
り紙つき！

当ホテルより車で約15分

■勝浦の朝市■勝浦の朝市■月の沙漠記念像■月の沙漠記念像 ■マザー牧場■マザー牧場

鹿野山に広がる250万平方mの
広大な敷地の観光牧場。
四季折々に花が咲き、動物たちと
ふれあうことができるエンターテ
イメント・ファームです。

当ホテルより車で約70分

鹿野山に広がる250万平方mの
広大な敷地の観光牧場。
四季折々に花が咲き、動物たちと
ふれあうことができるエンターテ
イメント・ファームです。

当ホテルより車で約70分

■鴨川シーワールド■鴨川シーワールド

豪快なシャチ、スピード感あふれ
るイルカなどの動物パフォーマン
スや、ダイバー気分で南の海の水
中散歩等を楽しめる他、人気の海
洋生物を集めたアミューズメント
パーク。

当ホテルより車で約30分

豪快なシャチ、スピード感あふれ
るイルカなどの動物パフォーマン
スや、ダイバー気分で南の海の水
中散歩等を楽しめる他、人気の海
洋生物を集めたアミューズメント
パーク。

当ホテルより車で約30分

@sayanterrace7711

サヤン・テラス
インスタグラム公式サイト
サヤン・テラス
インスタグラム公式サイト

サヤン・テラスの過ごし方 ������

朝食バイキング
7︓00～9︓30

海辺を散歩
6︓30～

チェックアウト
～10︓00

またのお越しをお待ちしております（^^）またのお越しをお待ちしております（^^）
■チェックアウト後のご利用（10:00～15:00）
・駐車場／ 1台2,000円
・プール／大人1,500円・小中学生1,000円
・レイトチェックアウト／12:00迄(1h 1,500円)

■チェックアウト後のご利用（10:00～15:00）
・駐車場／ 1台2,000円
・プール／大人1,500円・小中学生1,000円
・レイトチェックアウト／12:00迄(1h 1,500円)

お好みの具材を挟んだサンドウィッチを
バスケットに詰めて、テラスや海辺、
お部屋などお好きな場所で召し上が
る事もできます♪和食のご用意もご
ざいます。

お好みの具材を挟んだサンドウィッチを
バスケットに詰めて、テラスや海辺、
お部屋などお好きな場所で召し上が
る事もできます♪和食のご用意もご
ざいます。

『月の沙漠記念像』や
ちょっと早起きして海辺を散歩♪
『月の沙漠記念像』やフォトジェニック
な『ONJUKUロゴオブジェ』で記念
撮影︕

月の沙漠記念像近くの清水川に
架かる橋に、幸せが訪れる『隠れ
ハートマーク』が２つあります♪
写真をヒントに探してみては︖

月の沙漠記念像近くの清水川に
架かる橋に、幸せが訪れる『隠れ
ハートマーク』が２つあります♪
写真をヒントに探してみては︖

新型コロナウイルス感染予防対策について
サヤン・テラスではお客様に安心して楽しんでいただけるよう、
下記の対策及びお客様へのご協力をお願いしております。

サヤンのHOTな最新情報や、
フォトジェニックな写真を
配信中です︕

サヤンのHOTな最新情報や、
フォトジェニックな写真を
配信中です︕

●アルコール消毒液を各箇所に設置
●全てのお客様に検温のご協力のお願い
●館内でのマスクのご着用のお願い
●バイキング時、トング類の交換（20分毎）
●夕食を2部制にて実施

●チェックイン時に代表様の本人確認のお願い
●エレベーターは1グループでのご利用のお願い

●大浴場の混雑時緩和対策（フロア毎の時間制）
●館内をこまめに換気
●館内キノシールド抗菌施工

〒299-5107
千葉県夷隅郡御宿町浜2163

URL／https://www.sayanterrace.jp/
Mail／st@sayanterrace.jp

須賀交差点御宿漁港入口

コンビニ

ウォーターパーク
月の沙漠像

御宿漁港

御宿駅

128

サヤン・テラス公式サイト
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