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ホテルコンコルド浜松 ブライダル
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ホテルコンコルド浜松 レストラン

浜松城公園の隣り。緑あふれるチャペル…。
小さい頃から憧れていた花嫁への、一番の
近道が見つかりそう。おめでた婚やユニーク
婚などプランも充実。まずはデートがてら二
人で見学しに出かけてみては？
（見学は要予
約）

遠州のおいしさを美しい和食で楽しめる
「堂
満」、
ライブキッチンが魅力のベーカリーブッ
フェダイニング
「シャンゼリゼ」。18Fにある本
格中国料理「玉府井」や、完全予約制の至
福のフレンチ
「エトワール」
など、一流シェフが
作り出す贅沢グルメを堪能したいあなたに。

住所/浜松市中区元城町109-18
電話/053-457-1111
営業時間/9:00〜19:00
定休日/無休

住所/浜松市中区元城町109-18
電話/053-457-1111
営業時間/11:30〜14:00、
17:00〜21:30
定休日/なし

来館時お食事プレゼント
（ブラ
イダルご見学のお客さま）

下田ロープウェイ

江間いちご狩りセンター

女性が横たわっているように見えることから
名づけられた
「寝姿山」。山頂からは下田港
や伊豆七島が一望できる絶景スポットが。
ま
た、山頂花公園にある愛染堂は、恋愛パワ
ースポットとしても人気。
ファミリーでもカップ
ルでも楽しめる伊豆の名所です。

静岡県下最大級、200棟のハウスを完備。
無料の大型駐車場もあるので、気の合う仲
間と一緒に旬の味を楽しむのにぴったり。今
年の開園は12/10
（土）
から。近郊にもお楽
しみスポットがたくさんなので、伊豆観光の計
画にぜひプラスして。

住所/下田市東本郷1-3-2
電話/0558-22-1211
営業時間/9:00〜17:00
定休日/無休
（運休の場合あり）

乗車料金10%OFF（併用不
可、5名様まで）

住所/伊豆の国市北江間563-7
電話/055-948-1115
営業時間/9:00〜16:00
定休日/期間内不定休

ヴォーシエル

伊豆アニマルキングダム

葵タワーの最上階にある、極上フレンチレス
トラン。味もさることながら、静岡市街を見下
ろす壮大なロケーションは、居るだけで贅沢
な気持ちにいざなってくれる。
ランチやディナ
ーはもちろん、至極のカフェタイムを過ごすの
もおすすめ。

園内はアニマルゾーンとプレイゾーン、
スポ
ーツゾーンの3つに分かれ、
それぞれ違った
楽しみ方ができるのが魅力。その他にも、猛
獣を観ながら食事ができるレストランや、小
型犬も入れるドッグランなどお楽しみ盛りだく
さんです。

住所/静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー25F
電話/054-273-5250
営業時間/11:30〜21:00
定休日/なし

飲食5%OFF
（4名様まで）

住所/賀茂郡東伊豆町稲取3344
電話/0557-95-3535
営業時間/9:30〜17:00（4/1〜9/30）
、
9:30〜16:30
（10/1〜3/31）
休園日/ 12/12
（月）
〜16
（金）

今井浜フライングスクール

伊豆ガラスと工芸美術館

解放感たっぷりのパラグライダー。気軽に楽
しめる体験コースから、本格的にフライトした
い方も満足できる様々なコースがずらり。伊
豆が醸す大自然の素晴らしさを体中で受け
止め、心身ともにリフレッシュしませんか？

常時300点あまりのガラス工芸品をはじめ、
版画やブロンズ、陶磁器など美しい展示品
がズラリ。工房では、
ステンドグラスやかんた
ん万華鏡などの制作体験ができる。併設す
るガラスショップで、
かわいらしいガラス細工
をお土産にぜひ。

住所/賀茂郡河津町見高51-21
電話/0558-34-0708
営業時間/10:00〜16:30
定休日/火曜日、
第3水曜日

1日体験コース1000円引き
（1日20名様まで）

入園料100円引
（併用不可、
5名様まで）

大人（中学生以上）200円引
き、小人
（4歳以上小学生まで）
100円引き

入館料100円引(1グループま
で。
さらに制作体験を前日予約
すると体験料も200円引

韮山いちご狩りセンター

ビラ江戸屋ボウル

見事な富士山が眺められるいちご狩りセンタ
ーが2012年1月2日よりスタート！広々とした
ハウス内でのんびりといちご狩りが楽しめる。
狩り後は、園内で販売する手作りいちごジャ
ムやいちごのソフトクリームをチェックしよう。

32ものレーンを備える大充実のボウリング
場。無料の駐車場が100台分あるので、近
場はもちろん、遠方からも訪れやすいと評判
だ。
また、
ゲームコーナーやビリヤードを併設
するので、子供から大人まで1日中飽きずに
遊べる。
住所/富士宮市万野原新田3740
電話/0544-27-6131
営業時間/(平日)12:00〜23:00
(土日祝)10:00〜23:00
定休日/無休

住所/伊東市大室高原11-300
電話/0557-51-7222
営業時間/9:00〜17:00
定休日/無休

5%割引（一部対象外、同伴
者4名様まで）

住所/伊豆の国市韮山山木67-1
電話/055-949-8215
営業時間/9:00〜16:00
定休日/無休

1ゲーム50円引(LW会員本人
のみ)

100円引(2012年1月2日〜5
月6日まで)
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［ご優待店舗］約1000件！詳しくはホームページでhttp://www.lws. jp/

富士山こどもの国

東海大学海洋科学博物館･東海大学自然史博物館

大自然の中でキャンプやバーベキューなどを
思う存分満喫しよう
！施設内には
「草原の国」
「水の国」
「 街」
があり、
それぞれでさまざまな
アクティビティが体験できる。宿泊施設やレ
ストランもあるので好みに合わせて楽しいひ
と時を。

400種6000匹の魚が泳ぐ海洋科学博物
館。600tの海洋水槽に大型のサメやシロワ
ニなど駿河湾に生息する多彩な海洋生物を
展示する。隣接の自然史博物館には原生
代〜哺乳類の発展を順に展示。
また、恐竜
化石の展示点数は東海地方で最大級！

住所/富士市桑崎1015
電話/0545-22-5555
営業時間/9:00〜16:00
※4月〜9月は17:00まで
定休日/火曜日※5〜10月、冬休み、年末年
始、春休みは無休

入館料10％割引(5名様まで)

伊豆アンディランド

浜名湖パルパル

愛らしいカメのテーマパークは日本でここだ
け。世 界 各 地から集 合した約 1 0 0 種類
1200頭ものカメを紹介する。園内には牧場
や庭があるので、のんびりと生活しているカ
メの姿を観察しよう。
ゾウガメ約10頭が見ら
れるカメ牧場は必見！

浜名湖畔にあるリゾート感たっぷりの遊園
地。アトラクションは、
ツイストダイブのメガコ
ースターや日本最大級急流すべり、大観覧
車など約30種類！園内から出発するかんざ
んじロープウェイに乗れば、360度の大パノ
ラマで湖が望める。

住所/賀茂郡河津町浜406-2
電話/0558-34-0003
営業時間/9:00〜16:30(最終入館16:00)
定休日/水曜日

住所/浜松市西区舘山寺町1891
電話/053-487-2121
営業時間/10:00〜16:30
※曜日･季節により異なる
定休日/不定休（土日祝、GW、春夏休み，
年
末年始は営業）

入園料大人90円引き、小中
学生50円引き、幼児40円引
き(1グループまで)

藤枝グランドボウル

浜岡グランドボウル

毎日翌朝５時まで営業！
２４時以降は女性の
ゲーム代無料の
『シンデレラキャンペーン』
も
実施中です！団体予約の皆様にも特典いっ
ぱいです！

毎日翌朝３時まで営業！早朝割引サービスも
実施中です。
ＯＰＥＮ〜１時間以内の受付の
方には平日３ゲーム７００円・土日祝日３ゲー
ム８００円にてお楽しみ頂けます！

住所/藤枝市下当間652
電話/054-641-8381
営業時間/平日9:00〜翌5:00、
土日祝8:00〜翌5:00
定休日/無休

住所/御前崎市池新田5424-1
電話/0537-86-3121
営業時間/平日9:00〜翌3:00、
土日祝8:00
〜翌3:00
定休日/無休

受付時カード提示にて
通常料金より1ゲーム100円
引き(1グループ)

袋井グランドボウル

お茶の郷博物館

毎日翌朝３時まで営業！早朝割引サービスも
実施中です。
ＯＰＥＮ〜１時間以内の受付の
方には平日３ゲーム７００円・土日祝日３ゲー
ム８００円にてお楽しみ頂けます！

日本の茶の歴史や、世界30ヵ国90種類の
お茶が常設展示されている。引き出しを開け
て実際のお茶の香りを比べられることも。
ま
た茶室ではお茶とお菓子の提供がある。施
設内にある日本庭園を散歩すれば、普段と
違った時間を過ごせそう。日本茶のよさをた
っぷり味わって。

住所/袋井市堀越343-1
電話/0538-42-6245
営業時間/平日9:00〜翌3:00、
土日祝8:00〜翌3:00
定休日/無休
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入園料大人300円引き(大人
5名様まで)

住所/静岡市清水区三保2389
電話/054-334-2385
営業時間/9:00〜17:00
定休日/火曜日

受付時カード提示にて
通常料金より1ゲーム100円
引き(1グループ)

住所/島田市金谷富士見町3053-2
電話/0547-46-5588
営業時間/博物館9:00〜17:00(最終入館
16:30)、
茶室9:30〜16:00(最終入館15:30)
定休日/火曜日、
年末年始(12/29〜1/1)

Ⓒやなせたかし

入 園 料 、1d a yフリーパス、
1dayキッズパス100円引き
（併用不可，
5名様まで）

受付時カード提示にて
通常料金より1ゲーム100円
引き(1グループ)

博物館入館料100円引き
茶室セット入館料100円引き

大谷ゴルフパーク

ガラスアート＆雑貨のアルカイック

早朝からナイターまで営業しているので、仕事
前後で練習ができると人気のゴルフパーク。
打ちっぱなしの打席とショートコースが隣接し
ているので、苦手なショットを練習してコース
へGO！申し込みでプロによるレッスンも可能。
まずは一度、訪れて練習をスタートしよう。

ガラスアートのお店。鏡、
グラス、
ワインボトル
など、
ガラス製品にメッセージや似顔絵などを
直接彫りこむことができ、記念品、贈り物にピ
ッタリ。
また結婚式のウェルカムボードやご両
親へのサンクスアイテムも提案しているので
ぜひ相談してみて。

住所/浜松市西区大山町3430
電話/053-439-0660
営業時間/6:30〜22:00
定休日/無休

住所/焼津市東小川4-4-15
電話/054-628-7117
営業時間/10:00〜19:00
定休日/木曜日
http://www.art-arc.net

ショートコースすべて100円
引き

ウェルカムボード10％引き
その他の商品5％引き

