
詳しくは，
(一社)大洗観光協会
大洗町商工観光課

（予約先着順です）（最大で１人あたり20,000円引き）
例えば：10,000円のプラン→2,000円で泊まれる！

25,000円のプラン→5,000円で泊まれる！

もっと詳しく知りたい方は大洗町ホームページをチェック！

おおあらいブルー・スポット認証店で使える
クーポン券500円分（１名１枚）をプレゼント！

さ
ら
に
！

－ －

認証店名 業種 連絡先

藤乃屋 飲食店 029-267-0181

潮騒の湯 入浴施設，飲食店 029-267-4031

旬彩きくち 飲食店 029-267-1139

味処大森 飲食店 029-267-4060

割烹旅館肴屋本店 宿泊 029-267-2211

ホテル大洗舞凛館 宿泊 029-266-2221

沖苑 飲食店 029-266-0383

里海邸金波楼本邸 宿泊 029-267-2101

認証店名 業種 連絡先

民宿 浜の湯 宿泊 029-267-3569

寿多庵 飲食店 029-267-4611

旅館民宿大勘荘 宿泊 029-267-2850

割烹旅館さかなや隠居 飲食店，宿泊 029-267-3175

味よし 飲食店 029-266-0777

大洗ホテル 宿泊 029-267-2151

民宿 足袋豊 宿泊 029-267-3065

民宿 浜野屋 宿泊 029-267-3729

クーポン券の使える「おおあらいブルー・スポット認証店」はこちら↓

町民限定プランでご宿泊の町民の方限定でプレゼント！
おおあらいブルー・スポット認証店で使えるクーポン券（500円×１人）をプレゼント♪
泊まったその日から使える！お宿が認証店の場合，宿泊料金にも使えちゃう！
<おおあらいブルー・スポット認証店>って？？
いばらきアマビエちゃん登録はもとより，飲食業48項目の基準，宿泊業69項目の基準を
すべて満たすことを条件とした，感染症対策の高度な取り組みが行われている事業者を
認証するものです。

泊まった日から
７日間
使えます！

クーポン券をご利用できる最新の認証店一覧は，表紙のＱＲコードから大洗町ホームページをご確認下さい。
（上記の一覧は令和3年10月22日現在のものです） ※クーポン券の再発行は出来ません。

11/1(月)～1/31(月)宿泊対象！
10/29(金)予約受付開始！
ご利用枠には限りがあります。
ご予約はお早めに！

029-266-0788
029-267-5175



【ご利用に関する注意点】必ずお読みください。
◇予算には上限があります。期間中であっても予約受付を終了する場合がございます。なお，宿泊日
ではなく，予約受付順として対応いたします。予めご了承下さい。

◇ご利用はお一人様２回まで，各お宿ごとに１回まで（連泊不可）とさせていただきます。
◇１グループ最大４名様まで（ただし，生計を一にする同一世帯員での申請の場合はこの限りではあ
りません）
◇ご利用いただけるのは，大洗町民のみです。（宿泊する日に町民であれば可）
※身分証等提示必須（宿泊者全員分）
◇新型コロナウイルス感染症対策として，チェックイン時に以下のいずれかをご提示
いただきます。（12歳以上必須）
①ワクチンを接種して利用する場合⇒新型コロナウイルスワクチン２回接種済証明
②検査を受診して利用する場合⇒PCR検査 もしくは 抗原定量検査 の陰性証明
※宿泊日から起算して７日以内の陰性結果とします。
※抗原定性検査および抗体検査は対象外です。（市販の「抗原検査」とあるものは注意が必要）
※ワクチンの接種済み証明は紛失された場合，再発行ができます。
（再発行受付：大洗町健康増進課（ゆっくら健康館１階 029-229-3393）平日9：00～17：15）
◇割引の対象となるのは，町民限定プランのみです。※飲料・お土産等の費用は対象外となります。
※お宿に直接ご連絡いただくか，お宿の自社ホームページからの予約のみが割引の対象となります。
◇町民みんなが誇れる地元にするため，アンケートの回答にご協力をお願いいたします。
◇予約時期によって，予約が取りにくい場合があります。最新の予約状況は各お宿に直接お問い合わ
せ下さい。

地元 de 泊まっぺ割
-大洗のお宿に泊まってみませんか？-

↑
自費検査を提供する
検査機関一覧

10月29日（金）予約受付開始
宿泊期間：11/1（月）～1/31（月）宿泊分まで
予約方法：希望するお宿へ直接お申込み下さい。
※外部宿泊予約サイトなどからのお申し込み，町民限定プラン以外のご宿泊は対象外です。

この事業は国の地方創生臨時交付金および大洗町へのふるさと納税の寄附金等を活用して実施しています。

予約～宿泊の流れ

希望のお宿へ直接
予約「地元de泊
まっぺ割」とお伝
えください。

→
準備を整え，いざお宿へ
（ワクチン接種証明書等
をお忘れなく！）

→
大洗町民限定
プランを満喫
しよう♪

→

お帰りの際に，
アンケートを提
出して，クーポ
ン券をゲット！

魅力にあふれた，
町民みんなが誇れる
大洗を目指そう！

地元de泊まっぺ割が

つかえるお宿
宿名
電話番号

プラン①
(割引後価格です)

プラン②
(割引後価格です)

プランの内容 お宿からの一言

旅館民宿
大勘荘
029-267-2850

２食付プラン
大人 2,000円
子供 1,600円

あんこう鍋プラン
大人：2,640円
※子供は対象外

①地魚メイン，ワンドリンク付き
②あんこう鍋，ワンドリンク付き
※②は11/20～宿泊可

食で季節を表現していま
す！幼児は無料です。
（食事・布団なし）

民宿 鯖芳
029-266-0281

選べるプラン
大人2,000円 子供1,400円

(選べる)刺身盛りor常陸牛陶板焼きなど
地元で美味しい物を食べ
ましょう！

割烹旅館
さかなや隠居
029-267-3175

常陸牛平日プラン
大人 3,300円
子供 2,640円

あんこうづくし平
日プラン
大人 3,300円
子供 2,640円

①常陸牛しゃぶしゃぶ含むコース
②あんこう鍋含むあんこう料理
※２名様以上同室利用で朝食に鯛めし
付き

朝食に付く鯛めしが自慢
です！地元でゆっくりく
つろいでください。

民宿 浜野屋
029-267-3729

あんこう食べ
つくし
大人 3,000円
子供 2,800円

ちょっとぜいたく
グレードアップ
大人 2,600円
子供 2,400円

①あんこう鍋，お刺身など
②刺身，焼き魚，常陸牛陶板焼など
※①②共通でワンドリンク・バスタオ
ル付き，平日限定

朝食は6時に用意できます。
一旦家に帰ってから仕事
や学校へ行けます！

大洗ホテル
029-267-2151

平日プラン
大人 3,080円
小学生 2,156円
（金・日曜日の宿
泊を含む）

土曜日プラン
大人 3,740円
小学生 2,618円

①②共通
・東館和室・海側（禁煙・喫煙）
・大人限定オリジナル吟醸酒付き
※除外日 ①土曜日，12/28～1/5，1/9
②12/28～1/5

当館一番人気のバイキン
グプランです！この機会
にぜひお楽しみください
ませ。

割烹旅館
肴屋本店
029-267-2211

スタンダード
プラン
大人 2,860円
小学生 2,002円

デラックスプラン
大人 3,410円
小学生 2,387円

①常陸牛しゃぶしゃぶorあんこう鍋メ
インのお食事
②【常陸牛しゃぶしゃぶorあんこう
鍋】+はまぐりの塩焼きなど盛りだくさ
ん豪華な特選プラン

お食事内容もご要望あれ
変更可能です。ぜひこの
機会に町民の皆様のご宿
泊をお待ちいたしており
ます！

旅館 小林楼
029-266-2005

平日プラン
大人 3,080円 子供 2,156円
※令和４年１/３～宿泊可

・旬の食材を中心とした和洋食料理
※大人のみ入湯税150円（別途）
※お1人様でご利用の場合400円増
※要事前予約（当日予約不可）

町民の方々のご来館を心
よりお待ちいたしており
ます！

民宿 勝村荘
029-267-3228

町民限定プラン（平土日祝共通）
大人 2,400円 子供 1,600円

夕食…鍋，お刺身の盛合わせ，ワンド
リンク付き 朝食…和洋食

大洗磯前神社・海まで徒
歩５分。魚は市場より獲
りたて直送です！

日野治旅館
029-266-1551

新鮮お刺身
盛り合せコース
大人 3,080円
子供 2,156円

あんこう鍋コース
大人 3,080円
子供 2,156円

①夕食…新鮮お刺身盛り合せ・常陸牛
陶板焼きなど 朝食…和定食
②夕食…あんこう鍋，刺身，地魚磯料
理など 朝食…和定食

磯料理が自慢の地魚の宿
です！

ホテル大洗
舞凛館
029-266-2221

地元に泊まろう 和食or鉄板焼き
選べる２食付きプラン
大人 3,700円 子供 2,960円

・たこしゃぶ，美明豚が付いた和食
（鉄板焼きに変更可）
・オリジナルグッズ付き

風水障子で，部屋ごとに
趣が変わります！食事は
完全個室です。

ペンション
「siosai」
029-267-4031

(平日版)温泉に
泊まろうプラン
大人 2,000円
子供 1,000円

(土日祝前日特別
営業日版)温泉に
泊まろうプラン
大人 2,200円
子供 1,200円

①②共通
・潮騒の湯入浴無料
・タオルセットサービス
・あんこう鍋１人前or潮騒定食ワンド
リンク付き(子供別メニュー)

温泉に泊まってみません
か？

大洗
シーサイド
ホテル
029-267-2111

あんこう個鍋付き！
贅沢ご夕食お部屋出しプラン
大人3,300円
小学生2,310円

①あんこう個鍋など，月の井「生貯蔵
酒」orソフトドリンク付き（大人1名）
※除外日 12/29～1/2
不定休で休館日あり
※お1人様でご利用の場合660円増

客室より太平洋を眺めな
がら，のんびりとお過ご
しください。家族団らん
に，ぜひご利用ください。

おおあらいの
寝床
029-219-5393

カプセルホテルに泊まってみよう
大人・子供 1,200円

１泊食事付き※食事は館外にて提供
マリンタワー２階のガルパン喫茶での
サンダースバーガーなどのお食事付き

なかなか泊まる機会のな
いカプセルホテルに泊
まってみませんか？

大洗 観光

（10月22日（金）現在）

※プランの内容について，詳しくはお宿に直接お問い合わせ下さい。 泊まったついでに
たまには町内観光
でもしてみっぺ！

宿名
電話番号

プラン①
(割引後価格です)

プラン②
(割引後価格です)

プランの内容 お宿からの一言

かんぽの宿
大洗
029-267-3191

ちょっとぜいた
くな晩ごはん
プラン
大人 5,000円
子供 4,530円

ときめきプラン
大人 3,400円
子供 2,930円
※①２日前までの予約
のみ，②前日までの予
約のみ受付

①②共通
・夕食レストラン（会席）朝食レストラ
ン（和食セットorバイキング）
・お部屋のグレードにより追加料金あり
※除外日 土曜日，12/29～1/3，1/9

料理長が厳選した高級食
材を丹精込めてご提供い
たします！旬の料理とと
もにマリンリゾートの休
日をお楽しみください

民宿 浅野丸
029-266-3588

ワンドリンクサービスプラン
大人 2,000円 子供 1,600円

大人瓶ビール１本，子供ペットボトル１
本付き

気軽にお越しいただける
船頭料理の宿です！

大洗ホテル
ANNEX魚来庵
029-212-3488

平日１泊朝食付プラン
大人 2,200円 子供 1,100円

1泊朝食付き，１室３名まで，全客室禁
煙

お部屋から神磯の鳥居と
太平洋から昇る朝日をご
覧いただけます！

年間民宿
東光苑
029-267-5035

町民限定プラン
大人 1,650円
子供 1,474円

子供大満足
プラン
大人 1,100円
子供 1,000円

①夕食…和食，朝食…和洋食
②お子様の好きなメニューを揃えてます

町民の皆様のお越しを心
よりお待ちいたしており
ます！

おおあらい
ブルー・スポット
認証店のマークだよ！


