
（予約先着順です）（最大で１人あたり13,000円引き）
例えば：(８割引のお宿)

(割引前)10,000円のプラン→(割引後)2,000円で泊まれる！
(割引前)15,000円のプラン→(割引後)3,000円で泊まれる！
(７割引のお宿)
(割引前)10,000円のプラン→(割引後)3,000円で泊まれる！
(割引前)15,000円のプラン→(割引後)4,500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！

－ －
10/2(日)～12/30(金)宿泊対象！
※土曜日宿泊分は対象外
9/26(月)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！

詳しくは，(一社)大洗観光協会
大洗町商工観光課

029-266-0788
029-267-5175

好評につき
今年もやります！

【制度概要】
◇宿泊対象期間：10月2日(日)宿泊分～12月30日(金)宿泊分※土曜日宿泊分は対象外
◇予約受付：9月26日(月)～開始(開始時間はお宿ごとに異なります)
◇割引・限度額：30室以上の宿泊施設／1人当たり宿泊料金の最大7割引(上限13,000円)

30室未満の宿泊施設／1人当たり宿泊料金の最大8割引(上限13,000円)
◇割引対象者：以下のすべてを満たす方

・大洗町民の方(宿泊日に町民であること)
・チェックイン時に①，②のいずれかをご提示いただける方(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３回接種済証明
②検査を受診して利用する場合⇒PCR検査，NEAR法，抗原定量検査(検体採取日を含めて4日以内)

⇒抗原定性検査(検体採取日を含めて2日以内)

※②の検査による証明は陰性証明のみ適用となります。
※ワクチンの接種済証明は，以下の方法で再発行ができます。

【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，宿泊日順ではなく，予約受付順として対応いたします。予めご了承下さい。
◇ご利用回数に制限はありません（ただし，１予約につき１泊まで）。
◇ご利用いただけるのは，大洗町民のみです。（宿泊日に町民であれば可）
※身分証等提示必須（宿泊者全員分）
◇割引の対象となるのは，泊まっぺ割プランのみです。
※泊まっぺ割プランに含まれない飲料・お土産等の追加代金は，割引対象外となります。
※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。

◇国や県の実施する他の宿泊促進事業(割引サービス)等との併用はできません。
◇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。

↑自費で検査が
受けられる機関

↑接種証明書
アプリ

①接種証明書
アプリ

右記のQRコードからアプリをダウンロードし，
接種証明書を発行できます(所要時間約5分)

②書面再発行
大洗町健康増進課(ゆっくら健康館１階)
029-229-3393 平日8：30～17：15



地元 de 泊まっぺ割
-大洗のお宿に泊まってみませんか？-

予約～宿泊の流れ
ステップ①

→

ステップ②

→

ステップ③

→

ステップ④

チラシやホーム
ページを見て，
どのお宿にするか
決めましょう！

希望のお宿へ直接予約
「泊まっぺ割で予約」

とお伝えください！

予約当日。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)

お宿のおもてなし
を満喫しよう！
帰りにアンケート
へのご協力をお願
いします！

９月26日（月）予約受付開始
宿泊期間：10/２（日）～12/30（金）宿泊分まで（土曜日宿泊分は対象外）
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，泊まっぺ割プラン以外のご宿泊は
対象外です。

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

大洗ホテルANNEX
魚来庵
029-212-3488

１泊朝食付プラン
大人 2,420円
子供(3歳～小学生) 1,210円

※シングル追加料金あり
※０歳～２歳無料（食事・布団なし）
※除外日：10/2～11/7

大洗の絶景をお部屋で楽しん
でください！

割烹旅館
さかなや隠居
029-267-3175

常陸牛のしゃぶ
しゃぶプラン
大人 3,245円
子供(4歳～12歳)
2,640円

あんこう鍋プラン
大人のみ 3,245円

①②共通
※同じグループのお客様は同じプランのご予
約でお願いいたします。子供はしゃぶしゃぶ
プランのみ。
※朝食に鯛めし付（２名様より）
※幼児料金あり
※除外日：日曜日，月曜日
②11/1～開始

お仕事帰りに小旅行気分を
味わいに，ぜひお越しくだ
さい！

民宿 東光苑
029-267-5035

１泊２食付プラン
大人 1,650円
子供(4歳～12歳)
1,364円

あんこう鍋プラン
大人のみ 3,000円

①地魚を多めに
※幼児料金あり
※０歳～１歳無料（食事・布団なし）
②あんこう鍋，共酢付（11月～，大人のみ）

大洗ゴルフ場のそばで静かな
宿です！
ぜひお越しください！

割烹旅館
肴屋本店
029-267-2211

町民限定プラン
大人 3,500円
子供(6歳～12歳) 2,310円

※幼児料金あり
※０歳～１歳無料（食事・布団なし）

お世話になっております。
町民の皆様のご宿泊をお待ち
しております！

旅館 南荘
029-267-3241

１泊２食付プラン
大人 1,996円

※大人のみ
※除外日：日曜日

鹿島線大洗駅が近く，涸沼川
より田園風景がノスタルジッ
クな宿です！

大洗 観光

※表の価格は割引後の価格となっております。
※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

おおあらいの寝床
029-219-5393

お食事券付プラン
大人・子供（お一人様） 1,200円

※食事：館外にて提供（マリンタワー２階の
ガルパン喫茶でのお食事券付）
（サンダースバーガー，ダージリンティ，
ローズヒップアフォガード）
※予約受付：平日のみ（10：00～19：00）

カプセルホテルに泊まって
みよう！

旅館民宿 大勘荘
029-267-2850

１泊２食付プラン
大人 2,200円
子供(５歳～小学生)
1,760円

あんこう鍋プラン
大人のみ 2,880円

①大人：ビールor冷酒orソフトドリンク付
子供：ソフトドリンク付

②11/20～開始（大人のみ対応，子供はプラ
ン①のみ）

大人：ビールor冷酒orソフトドリンク付
※０歳～４歳無料

地元の方へ改めて地元食材で
おもてなしいたします！

民宿 鯖芳
029-266-0281

わがままプラン
大人 2,200円
子供(３歳～小学生) 1,400円

常陸牛・刺身盛りなど出来る限りお応えしま
す！ドリンク１本付
※０歳～２歳無料
※除外日：日曜日

プラン内容は，出来る限り
お応えします！
常陸牛・刺身盛りなど，
ぜひ言ってみて下さい！

民宿 勝村荘
029-267-3228

１泊２食付プラン
大人 2,400円
子供(３歳～小学生) 1,600円

夕食：あんこう鍋，はまぐり焼き，お刺身の
盛合わせ，ワンドリンク付
朝食：和洋食
※幼児料金あり

大洗磯前神社・海まで5分！
魚は大洗市場より獲りたて
直送です！

旅館 小林楼
029-266-2005

通常プラン
大人 3,080円
子供(５歳～12歳)
2,156円

お部屋ランクアップ
プラン
※３名以上で利用可
大人 9,000円
子供(５歳～12歳)
2,156円

①②共通
※１名予約不可。
※大人 入湯税150円(別途)，幼児料金あり
※除外日：日曜日
①２名様一室(補助ベッド使用で３名様まで)
②和洋室３名様～５名様一室

リニューアルしたてでお出迎
えします！
ご予約をお待ちしておりま
す！

旅館 入船
029-267-3220

１泊２食付プラン
大人 2,400円

１泊２食付あんこう
プラン
大人 2,800円

①②共通
※大人のみ
※除外日：日曜日，金曜日
②11月以降

平日限定ですが，とても
お得なプランです！

ペンション
「siosai」
029-267-4031

潮騒の湯でゆったり温泉素泊まりプラン
大人 1,200円
子供(4歳～12歳) 600円

※食事なし
※０歳～３歳無料
※除外日：10/9，10/19，10/20，11/2，
11/16，11/17，11/22，12/14，12/15

温泉でゆったり観光気分を
味わってみませんか？

日野治旅館
029-266-1551

あんこうづくしと
磯料理プラン
大人 4,600円
子供(７歳～12歳)
2,464円

新鮮お刺身盛り合せプラ
ン
大人 3,080円
子供(７歳～12歳)
2,156円

①あんこう料理のフルコース，磯料理など
②お刺身盛り合せ，カニ，貝焼き，常陸牛
陶板焼など
※幼児料金あり
※すべてのプランにおいて０歳～2歳無料
（食事・布団なし）
※①②の他に２つプランがあります。
(詳細はお宿へ)

伊勢海老の姿造りプラン・
常陸牛サーロインステーキ
プランもご利用いただけます。
皆様のご来館をお待ちして
おります！

８割引のお宿（割引上限額13,000円）<部屋数30室未満>

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

大洗シーサイド
ホテル
029-267-2111

１泊２食付プラン
大人 4,950円
子供(小学生) 3,465円

１泊夕食付プラン
大人 4,620円
子供(小学生) 3,234円

①②共通
※シングル追加料金あり
※幼児料金あり，０歳～１歳無料（食事・
布団なし）
※除外日：祝前日，12/28～12/30
②は夕食のみ

太平洋を一望できるロケーショ
ン，お部屋や大浴場からゆった
りと海を眺める時間を。旬の食
材を使ったお食事をご用意して
お待ちしております！

大洗ホテル
029-267-2151

１泊２食付プラン
大人 5,280円
子供(小学生) 3,696円

※客室：東館和室・海側（禁煙or喫煙）
※夕食・朝食ともに広間でのバイキング
※シングル追加料金あり
※幼児料金あり，０歳無料
※除外日：10/9，12/28～12/30

夕食はビーフステーキや天ぷら
がお楽しみいただけるバイキン
グ！
この機会にぜひ大洗ホテルへお
越しくださいませ。

亀の井ホテル大洗
029-267-3191

大洗町民限定
選べるプラン
大人 5,572円
子供(小学生) 3,900円

大洗町民限定
あんこう贅沢プラン
大人 5,572円
子供(小学生) 3,900円

①メイン料理を［常陸牛ステーキ，蒸しア
ワビ，イセエビのお造り］から，大人は２
つ，子供は１つお選びいただけます。
①②共通
※幼児料金あり。幼児のお子様の夕食はわ
らべ御膳でご用意させていただきます。
※除外日：①12/29，12/30 ②10/2～
11/30，12/29，12/30

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！

７割引のお宿（割引上限額13,000円）<部屋数30室以上>

８割引のお宿（割引上限額13,000円）<部屋数30室未満>

（お宿の情報は9月14日(水)現在のものです）

‐ 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 –


