
■ゴールドパック 当センターのサービスを凝縮した、おすすめのパッケージ （　）内税込

　１名様　27,600円（税込30,360円）・・・10名様～50名様までが対象となります
　シングルルーム
　人数に合わせ、ゆったりとご利用いただけるお部屋をご用意

　メイン会場1室は時間制限なしで利用可能（プロジェクター1台無料）
　1泊3食付き

*（2時間飲み放題付き）
　○ コーヒーブレイクは1泊に付き2回　※ポットにてご用意（コーヒーまたは紅茶）
　○ 夕食後の二次会個室ご用意・オードブル・飲み放題（2時間制）
1名様一日あたり　4,000円（4,400円）　※研修室並びに施設利用料、昼食およびコーヒー1回付き
夕食・二次会ご参加の場合は追加手配可能です。詳しくは担当者までご相談ください。

■エコノミーパック お好みのオプションを加えることが可能な基本のパッケージ・・・7名様以上が対象となります
（1泊2日・1名様あたりの料金／（　）内税込）

研修室並びに施設使用料　1名様一日あたり　2,000円（2,200円）
昼食・夕食ご参加の場合は追加手配可能です。詳しくは担当者までご相談ください。

※ご利用1泊あたり、宿泊料金と3食分のお食事代、研修室1室（午前・午後・夜間の合計3ブロック）が含まれます。
※別紙料金表の深夜料金時間帯及び、上記を超える会場利用はセミナーパック適用除外となります。
※パーティー・会食をご希望の場合は、パックに含まれるお食事との差額をご負担いただくことでご用意が可能です。
※セミナーパック適用可能人数（右記）に対応したお部屋をご用意します。（プロジェクター1台無料）

■学割パック A 小中高校生対象のお得なパッケージ

　１名様　　10,300円（税込11,330円）・・・9名様～150名様が対象となります

　1泊2食付き

研修室並びに施設使用料　1名様一日あたり　2,000円（2,200円）
昼食・夕食ご参加の場合は追加手配可能です。詳しくは担当者までご相談ください。

■学割パック B 大学生・専門学生対象のお得なパッケージ

　１名様　　11,300円（税込12,430円）・・・9名様～150名様が対象となります

　1泊2食付き

研修室並びに施設使用料　1名様一日あたり　2,000円（2,200円）
昼食・夕食ご参加の場合は追加手配可能です。詳しくは担当者までご相談ください。

客室

会場

エコノミーツイン

客室・会場

食事

朝食 ・・・ 和洋のビュッフェ 昼食 ・・・ 会席体裁のお弁当（個室）
夕食 ・・・ ビュッフェスタイルまたは大皿料理中心の卓盛り懇親会からご選択

各種セミナーパックのご案内

料金

スタジオツイン
18,000円 14,000円

シングル
18,000円

日帰り
参加者

食事

その他

タ　イ　プ 1名利用 2名利用 3名利用 4名利用 5・6名利用

(19,800) 

　セミナーパック適用可能人数（下記）に対応したお部屋をご用意いたします。
　研修室は1泊につき、午前・午後・夜間の合計3ブロック。

　※客室および会場の指定はできませんので、予めご了承ください。（プロジェクター1台無料）
朝食 ・・・ 和洋のビュッフェ

(35,200) (23,650) (20,350) (17,600) 

日帰り
参加者

料金

対象
　9名様以上の大学生・短期大学生・専門学校生・予備校団体のご利用が対象となります。
　大学院生、学会でのご利用は本パック対象外になります。

(15,950) 

料金

対象
　9名様以上の小学校・中学校・高等学校(公立・私立問わず)や学習塾で、日・月・火曜日にチェック
　インをいただく団体のご利用が対象となります。
　国際会議等でのご利用及び大学・専門学校等のご利用は対象外とさせていただきます。

(15,400) 

(19,800) 

16,000円
(20,900) (17,600) 

19,000円

デラックスツイン
23,500円 19,000円 17,000円

(25,850) (20,900) (18,700) 

ツイン・トリプル
21,000円 17,500円 15,500円

(23,100) (19,250) (17,050) 

メゾネット
29,000円 23,000円 19,700円

(31,900) (25,300) (21,670) 

メゾネットスーペリア
38,000円 29,000円 23,700円 21,000円 19,500円

(41,800) 

日帰り
参加者

夕食 ・・・ スタンダード日替わりメニュー（プレートスタイル）

(31,900) (26,070) (23,100) (21,450) 

フォース
32,000円 21,500円 18,500円 16,000円 14,500円

その他 引率者（先生）のご利用は、学生8名様につき1名様まで本パック適用となります。

日帰り
参加者

客室・会場
　セミナーパック適用可能人数（下記）に対応したお部屋をご用意いたします。
　研修室（1室まで本パック適応）は1泊につき、午後・夜間・翌午前の合計3ブロック。

　※客室および会場の指定はできませんので、予めご了承ください。（プロジェクター1台無料）

食事
朝食 ・・・ 和洋のビュッフェ
夕食 ・・・ スタンダード日替わりメニュー（プレートスタイル）

その他
1、引率者（先生）が必ず1名以上ご同行いただく団体に限ります。

2、ご宿泊者分の昼食を追加された場合、初日の午前か、翌日の午後の会場利用が無料となります。



○各研修室のセミナーパック適用人数　　　パックご利用人数に応じた会場をご用意いたします。

※パックのご利用人数に変動があった場合、研修室を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

○会場・お食事ご利用パターン例　※太枠内がパックに含まれます

「エコノミーパック」

1泊2日 2泊3日
合計3食 合計6食

「学割パックＡ」・「学割パックB」

1泊2日
合計2食 ※会場使用料は、午前、午後、夜間のそれぞれを1ブロック1回と

　カウントします。

※別紙料金表の深夜料金時間帯及び、上記を超える会場利用は
　セミナーパック適用除外となります。

※学割パックA・学割パックＢに関してはご昼食を追加の場合、
　*印のブロックを1ブロック分無料でご利用頂けます。

○追加オプション 各セミナーパックに追加で組み込む事が可能な有料オプション

マイクロバス（最大28席）から大型バス（最大55席）のお手配をいたします。

チャーター時間・料金などは事前にご相談ください。

*主な観光地・・・鎌倉/横浜（みなとみらい・中華街）/三浦半島/箱根、他

レストラン・通訳ガイドの手配も承ります。その他コース・催行時間なども

ご希望に応じてアレンジが可能ですので、お気軽にご相談ください。

当施設より車で15分の距離にある、葉山国際カンツリー倶楽部。研修ヨガや

スポGOMI、焚火などもお手配いたします。詳しくはお問い合わせください。

○キャンセル料　　　（日数の計算は、ご利用開始予定日からとなります）

90日前～61日前まで

60日前～31日前まで

30日前～15日前まで

14日前～8日前まで

7日前～4日前まで

3日前～2日前まで

1日前～（前日・当日）

2023.04

19：00～22：00 19：00～22：00

夕食 夕食
夜間 夜間

19：00～22：00 19：00～22：00

昼食 昼食

午後 午後*

13：00～18：00

9：00～12：00

70名

40名

13：00～18：00 13：00～18：00

取り消しとなる予約手配
項目全て

50%   5名

70%   2名

100%   0名

15名

30% 10名

40%

19：00～22：00 19：00～22：00 19：00～22：00

朝食 朝食
午前* 午前

9：00～12：00 9：00～12：00

チャーターバス手配

13：00～18：00 13：00～18：00

夕食 夕食 夕食 夕食 夕食
夜間 夜間 夜間 夜間 夜間

13：00～18：00 13：00～18：00

9：00～12：00 9：00～12：00

昼食 昼食 昼食 昼食 昼食

午後 午後 午後 午後 午後

9：00～12：00 9：00～12：00

34名以上

朝食 朝食 朝食 朝食 朝食
午前 午前 午前 午前午前

ルミエール

25名以上

第６研修室 56名 40名以上

討議室 10名 7名以上

各24名 15名以上

第５研修室

アゼリア・カメリア

取り消しとなる宿泊及び
会場費（セミナーパックの
場合はパック料金）

10% 30名

20%

申し込み解除通知日 対象 キャンセル料 宿泊・食数変更時のキャンセル免除人数

  5名

半日・終日観光プラン

ゴルフ・各種アクティビティ

第３研修室 24名 15名以上

第４研修室 24名 10名以上

第２研修室 40名 30名以上

研修室 定員 パック適用人数

第１研修室 32名 22名以上


