
千葉県館山市
教育旅行宿泊施設ガイド

千葉県館山市
館山体験交流協会

TEL＆FAX：0470－22－2530
http://taiken.tateyamacity.com/

●ペンション・民宿・旅館に宿泊ご希望の場合
TEL：0470-28-2409　FAX：0470-28-2644
手配窓口：ペンション キャッチボール　秋石　　　

●ホテルに一括で宿泊ご希望の場合（男女の分宿も可）
TEL＆FAX：0470-22-2530
手配窓口：館山体験交流協会　津藤・日渡

●旅行取扱い代理店

※記載の内容は、平成27年7月1日現在のものです。記載の内容は予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

緊急時の連絡先一覧

医療機関 安房地域医療センター 館山市山本 1155 ☎0470-25-5111

医療機関 館山病院 館山市長須賀 196 ☎0470-22-1122

医療機関 亀田総合病院 鴨川市東町 929 ☎04-7092-2211

消 防 署 安房郡市消防本部 館山市北条 686-1 ☎0470-22-2233

警 察 署 館山警察署 館山市北条1090-2 ☎0470-23-0110

保 健 所 安房保健所 館山市北条1093-1 ☎0470-22-4511

館 山 市 館山市役所商工観光課 館山市館山 1564-1 ☎0470-24-2402

たてやま体験ナビ 検 索で

＊詳しくは、

普通救命講習 消火訓練
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　館山は、千葉県房総半島の南部に位置し、温暖な気候に恵まれ、マリンスポーツが盛んで、珊瑚
の北限といわれる美しい海中のダイビングスポットとしても有名です。
　館山では、平成15年から修学旅行・教育旅行の受入れを開始し、毎年多くの学生や団体にご利
用頂いております。

館山市ってこんなところ
宿泊施設

【ペンション・民宿・旅館に分宿をご希望の場合】
問合せ先：ペンション  キャッチボール　秋石
　　　　  TEL：0470-28-2409　FAX：0470-28-2644

【全員でホテルにご宿泊希望の場合】
問合せ先：館山体験交流協会
　　　　  TEL&FAX：0470-22-2530
対象施設：たてやま夕日海岸ホテル、館山シーサイドホテ

ル、ホテルファミリーオ館山、休暇村 館山、ホテ
ルアクシオン館山

※ご宿泊の日程、ご宿泊人数、その他ご希望等含めてご連
絡、ご相談ください。

館山でのご宿泊

モデルプラン

アクセス

館山

川崎浮島
JCT

海ほたる
PA

富津館山道路

木更津JCT

ハイウェイオアシス
富楽里
富浦IC

東京

蘇我

幕張

東京スカイツリー

東京
ディズニーリゾート

品川

横浜

羽田 ■大型バスで
東京・新横浜 50分

品川 40分

羽田 25分

東京ディズニーリゾート 50分

海
ほ
た
る
P
A

南
房
総
館
山

50分

①行程初日に館山を利用 

現地出発 東京
品川
新横浜
羽田

海ほたるPA

海ほたるPA 城山公園

沖釣り 酪農体験 入村式 ウミホタル

房州うちわ 農業体験
海鮮いろどりBBQ

南房総館山着

②最終日に館山を利用 

退村式 自然・学習体験、
分散体験、他

ご昼食
海鮮BBQ、他

海ほたるＰＡ 東京
品川
新横浜
羽田

現地帰着

ご昼食
海鮮ＢＢＱ、
他

自然・学習体験、
分散体験、他

入村式 宿泊 ふれあいタイム

ペンション・民宿・旅館での受入れにつきまして
お出迎え・お見送り
●入村式：館山にご到着後、ご希望により行います。大型
バスの駐車可能な広場を確保し、ペンション、民宿、旅
館オーナーとの対面式を行います。入村式会場から各宿
泊施設までは、受入れ担当施設の車両が先導し、降車後
生徒様を誘導致します。

●退村式：バスが各宿泊施設から生徒様を乗せて集合し、
入村式と同じ場所にて行います。

お食事メニュー
●食材は、基本的に地元産のものを使用しております。メ
ニュー（品数や食材の量）は統一しておりますが、調理
方法に関しましては、各宿泊施設のオリジナリティによ
り異なります。アレルギー等に関しましては、事前にご
連絡を頂き可能な限り対応させて頂きます。

※ご連絡頂きました情報は、個人情報としてお取り扱い致
します。

その他
●自販機に関しては、アルコール類は購入不可に設定致し
ます。すべて停止する事も可能です。

●客室電話に関しては、外線を使用出来ないよう設定致し
ます。

●貴重品に関しては、事故防止の為依頼があれば、各宿泊
施設にてお預かり致します。

ホテルでの受入れにつきまして
●施設オリジナルイベントの開催
●研修、レクレーションスペースの提供
●その他、ホテル毎にご相談のうえ、対応させて頂きます。

アレルギー食検討会

入村式

入村式

10：00

12：30

8：30 9：00 12：00 15：00

14：00 17：00
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　館山は、千葉県房総半島の南部に位置し、温暖な気候に恵まれ、マリンスポーツが盛んで、珊瑚
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②最終日に館山を利用 

退村式 自然・学習体験、
分散体験、他

ご昼食
海鮮BBQ、他

海ほたるＰＡ 東京
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他
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ペンション・民宿・旅館での受入れにつきまして
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●入村式：館山にご到着後、ご希望により行います。大型
バスの駐車可能な広場を確保し、ペンション、民宿、旅
館オーナーとの対面式を行います。入村式会場から各宿
泊施設までは、受入れ担当施設の車両が先導し、降車後
生徒様を誘導致します。

●退村式：バスが各宿泊施設から生徒様を乗せて集合し、
入村式と同じ場所にて行います。

お食事メニュー
●食材は、基本的に地元産のものを使用しております。メ
ニュー（品数や食材の量）は統一しておりますが、調理
方法に関しましては、各宿泊施設のオリジナリティによ
り異なります。アレルギー等に関しましては、事前にご
連絡を頂き可能な限り対応させて頂きます。

※ご連絡頂きました情報は、個人情報としてお取り扱い致
します。

その他
●自販機に関しては、アルコール類は購入不可に設定致し
ます。すべて停止する事も可能です。

●客室電話に関しては、外線を使用出来ないよう設定致し
ます。

●貴重品に関しては、事故防止の為依頼があれば、各宿泊
施設にてお預かり致します。

ホテルでの受入れにつきまして
●施設オリジナルイベントの開催
●研修、レクレーションスペースの提供
●その他、ホテル毎にご相談のうえ、対応させて頂きます。

アレルギー食検討会

入村式

入村式

10：00

12：30

8：30 9：00 12：00 15：00

14：00 17：00

taiken
打ち消し

taiken
打ち消し
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たてやま

なこふなかた

とみうら

内房線

館 山 市

白 浜 

白浜フラワーパーク

安房自然村

館山CC

砂山

房州CC

県立館山運動公園

海上自衛隊

城山公園
館山市立博物館

館山病院

アロハガーデンたてやま

道の駅白浜野島崎

沖ノ島

鶴
谷
八
幡
宮

那古寺

安房神社

洲埼灯台

南総文化
ホール

道の駅とみうら
「枇杷倶楽部」

館山ファミリーパーク

館山野鳥の森

フラワーライン（日本の道100選）

館
山
白
浜
線

富浦I.C

平砂浦

館山湾

北条海岸

大房岬

127

410

410

86

①たてやま夕日海岸ホテル

②館山シーサイドホテル（3m）

①民宿 きらく（2m）
②かやま・北浜（3m）

③旅館大浜（5m）

④お宿・やまもと
（6m）

①ペンション ホワイトキャビン（18m）

④休暇村 館山

③ホテルファミリーオ館山（10m）

⑤ホテルアクシオン館山

③館山 やどかり
（12m）

⑤伝平（17m）

⑤シーサイドガーデン
　DAY OFF（7m）

⑦ペンション マーメイド（15m）

⑥ペンション キャッチボール（16m）

④ペンション 菜の花（15m）

②アクアサイドイン サニーフィッシュ（20m）

⑧ペンション サンデービーチ（11m）

⑬リフレッシュイン てゅもろぉ～（67m）

⑫La Tipasa（ティパサ）（61m）
⑩ペンション KEIKO（12m）

⑨ペンション シーガル（10m）

⑥清風荘（16m）

⑦富崎館（12m）

⑪ヒルサイドイン シロッコ（37m）

館山
教育旅行宿泊施設MAP

津波一時避難ビル

※（　）内の数字は海抜

ペンション
民宿
ホテル

館山ペンション会

宿　名 収容
人数 部屋数 備　考

① ペンション  ホワイトキャビン 25 8 トリプル7、フォース1

② アクアサイドイン  サニーフィッシュ 22 7 ツイン3、フォース2、和室2

③ 館山  やどかり 24 10 ツイン6、トリプル4

④ ペンション  菜の花 19 7 ツイン3、トリプル3、フォース1

⑤ シーサイドガーデン  DAY OFF 18 7 ツイン4、トリプル2、フォース1

⑥ ペンション  キャッチボール 40 13 ツイン2、トリプル8、フォース3

⑦ ペンション  マーメイド 23 9 ツイン6、トリプル1、フォース2

⑧ ペンション  サンデービーチ 27 10 ツイン4、トリプル5、フォース1

⑨ ペンション  シーガル 21 9 ツイン6、トリプル3

⑩ ペンション  KEIKO 18 6 ツイン1、トリプル4、フォース1

⑪ ヒルサイドイン  シロッコ 20 6 トリプル5、フィフス1

⑫ La Tipasa（ティパサ） 18 7 ツイン4、トリプル2、フォース1

⑬ リフレッシュイン  てゅもろぉ～ 24 9 ツイン3、トリプル6

食事メニュー　例）
品数は統一しておりますが、調理方法は各宿泊施設のオリジナリティにより異なります。
アレルギー対応も致しますので、事前にご相談下さい。

ペンション 民宿
夕　食 朝　食 夕　食 朝　食

肉料理（豚肉）

魚料理

前菜（お刺身など）

サラダ

小鉢

汁物

ごはん（おかわり自由）

デザート

スープ

パン（ジャム、バターなど
を含む）

ウィンナー類

玉子料理など

サラダ

デザート

飲み物（ジュースもしくは、
コーヒーか紅茶）

※パンはおかわり自由で対応

サザエのつぼ焼き

お刺身（三点盛り）

房州さんが焼き

揚げ物

煮魚または焼き魚

吸い物

漬物

ごはん（おかわり自由）

デザート

干物

玉子料理

煮物

生野菜サラダ

焼き海苔

味噌汁

漬物

ごはん（おかわり自由）

館山民宿、旅館会

宿　名 収容
人数 部屋数 備　考

① 民宿きらく 60 19 全室和室

② かやま・北浜 40 12 全室和室

③ 旅館大浜 55 13 和室11、洋室2

④ お宿・やまもと 50 11 和室10、洋室1

⑤ 伝平 35 10 全室和室

⑥ 清風荘 40 9 全室和室

⑦ 富崎館 45 10 全室和室

ホテル

ホテル名 収容人数 部屋数

① たてやま夕日海岸ホテル 200 50

② 館山シーサイドホテル 260 42

③ ホテルファミリーオ館山 94 31

④ 休暇村  館山 242 77

⑤ ホテルアクシオン館山 350 140

こちらに掲載されている他にも、賛助会員がございます。ご宿泊人数、他、お気軽にご相談ください。
●ペンション・民宿・旅館に宿泊ご希望の場合　TEL：0470-28-2409　FAX：0470-28-2644
　手配窓口：ペンション  キャッチボール　秋石
●ホテルに一括で宿泊ご希望の場合（男女の分宿も可）　TEL・FAX：0470-22-2530
　手配窓口：館山体験交流協会　津藤・日渡

宿泊施設一覧

taiken
テキスト ボックス
現在ご案内を中止致しております！



54

たてやま

なこふなかた

とみうら

内房線

館 山 市

白 浜 

白浜フラワーパーク

安房自然村

館山CC

砂山

房州CC

県立館山運動公園

海上自衛隊

城山公園
館山市立博物館

館山病院

アロハガーデンたてやま

道の駅白浜野島崎

沖ノ島

鶴
谷
八
幡
宮

那古寺

安房神社

洲埼灯台

南総文化
ホール

道の駅とみうら
「枇杷倶楽部」

館山ファミリーパーク

館山野鳥の森

フラワーライン（日本の道100選）

館
山
白
浜
線

富浦I.C

平砂浦

館山湾

北条海岸

大房岬

127

410

410

86

①たてやま夕日海岸ホテル

②館山シーサイドホテル（3m）

①民宿 きらく（2m）
②かやま・北浜（3m）

③旅館大浜（5m）

④お宿・やまもと
（6m）

①ペンション ホワイトキャビン（18m）

④休暇村 館山

③ホテルファミリーオ館山（10m）

⑤ホテルアクシオン館山

③館山 やどかり
（12m）

⑤伝平（17m）

⑤シーサイドガーデン
　DAY OFF（7m）

⑦ペンション マーメイド（15m）

⑥ペンション キャッチボール（16m）

④ペンション 菜の花（15m）

②アクアサイドイン サニーフィッシュ（20m）

⑧ペンション サンデービーチ（11m）

⑬リフレッシュイン てゅもろぉ～（67m）

⑫La Tipasa（ティパサ）（61m）
⑩ペンション KEIKO（12m）

⑨ペンション シーガル（10m）

⑥清風荘（16m）

⑦富崎館（12m）

⑪ヒルサイドイン シロッコ（37m）

館山
教育旅行宿泊施設MAP
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ペンション
民宿
ホテル

館山ペンション会

宿　名 収容
人数 部屋数 備　考

① ペンション  ホワイトキャビン 25 8 トリプル7、フォース1

② アクアサイドイン  サニーフィッシュ 22 7 ツイン3、フォース2、和室2

③ 館山  やどかり 24 10 ツイン6、トリプル4

④ ペンション  菜の花 19 7 ツイン3、トリプル3、フォース1

⑤ シーサイドガーデン  DAY OFF 18 7 ツイン4、トリプル2、フォース1

⑥ ペンション  キャッチボール 40 13 ツイン2、トリプル8、フォース3

⑦ ペンション  マーメイド 23 9 ツイン6、トリプル1、フォース2
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⑩ ペンション  KEIKO 18 6 ツイン1、トリプル4、フォース1

⑪ ヒルサイドイン  シロッコ 20 6 トリプル5、フィフス1

⑫ La Tipasa（ティパサ） 18 7 ツイン4、トリプル2、フォース1

⑬ リフレッシュイン  てゅもろぉ～ 24 9 ツイン3、トリプル6

食事メニュー　例）
品数は統一しておりますが、調理方法は各宿泊施設のオリジナリティにより異なります。
アレルギー対応も致しますので、事前にご相談下さい。

ペンション 民宿
夕　食 朝　食 夕　食 朝　食

肉料理（豚肉）

魚料理

前菜（お刺身など）

サラダ

小鉢

汁物

ごはん（おかわり自由）

デザート

スープ

パン（ジャム、バターなど
を含む）

ウィンナー類

玉子料理など

サラダ

デザート

飲み物（ジュースもしくは、
コーヒーか紅茶）

※パンはおかわり自由で対応

サザエのつぼ焼き

お刺身（三点盛り）

房州さんが焼き

揚げ物

煮魚または焼き魚

吸い物

漬物

ごはん（おかわり自由）

デザート

干物

玉子料理

煮物

生野菜サラダ

焼き海苔

味噌汁

漬物

ごはん（おかわり自由）

館山民宿、旅館会

宿　名 収容
人数 部屋数 備　考

① 民宿きらく 60 19 全室和室

② かやま・北浜 40 12 全室和室

③ 旅館大浜 55 13 和室11、洋室2

④ お宿・やまもと 50 11 和室10、洋室1

⑤ 伝平 35 10 全室和室

⑥ 清風荘 40 9 全室和室

⑦ 富崎館 45 10 全室和室

ホテル

ホテル名 収容人数 部屋数

① たてやま夕日海岸ホテル 200 50

② 館山シーサイドホテル 260 42

③ ホテルファミリーオ館山 94 31

④ 休暇村  館山 242 77

⑤ ホテルアクシオン館山 350 140

こちらに掲載されている他にも、賛助会員がございます。ご宿泊人数、他、お気軽にご相談ください。
●ペンション・民宿・旅館に宿泊ご希望の場合　TEL：0470-28-2409　FAX：0470-28-2644
　手配窓口：ペンション  キャッチボール　秋石
●ホテルに一括で宿泊ご希望の場合（男女の分宿も可）　TEL・FAX：0470-22-2530
　手配窓口：館山体験交流協会　津藤・日渡

宿泊施設一覧
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1年中通して過ごしやすい所です。修学旅行の想い
出を一緒に作りましょう！

①ペンション ホワイトキャビン

■収容人数：25名様　■部屋数：8部屋

広いお部屋と手作りの料理でおもてなし。一緒に楽
しい思い出を作りましょう。

②アクアサイドイン サニーフィッシュ

■収容人数：22名様　■部屋数：7部屋

楽しい思い出を一緒に作りましょう。

③館山 やどかり

■収容人数：24名様　■部屋数：10部屋

楽しい修学旅行の素敵な思い出作りのお手伝いを
します。くつろいでお過ごしください。

④ペンション 菜の花

■収容人数：19名様　■部屋数：7部屋

楽しい修学旅行の思い出を一緒に作りましょうね♪

⑤シーサイドガーデン DAY OFF

■収容人数：18名様　■部屋数：7部屋

真心キャッチボールで【おもてなし】 一緒に楽しみ
ましょう！＼(^◇^*)

⑥ペンション キャッチボール

■収容人数：40名様　■部屋数：13部屋

アットホームで元気なペンションです！ふれあいタ
イムでペンションライフを楽しんでね！

⑦ペンション マーメイド

■収容人数：23名様　■部屋数：9部屋

美味しい料理と楽しい時間、みんなで修学旅行の
良い思い出をつくりましょう。

⑧ペンション サンデービーチ

■収容人数：27名様　■部屋数：10部屋

元気よく、楽しく過ごしましょう！

⑨ペンション シーガル

■収容人数：21名様　■部屋数：9部屋

故郷に帰ったら美味しい食事と楽しい「ふれあいタ
イム」が在る様な宿です。

⑩ペンション KEIKO

■収容人数：18名様　■部屋数：6部屋

晴れていれば部屋から伊豆大島がみえます。露天風
呂もあります。

⑪ヒルサイドイン シロッコ

■収容人数：20名様　■部屋数：6部屋

おいしい食事をご用意して待ってま～す!! 楽しく過
ごしましょう。

⑫La Tipasa（ティパサ）

■収容人数：18名様　■部屋数：7部屋

無限の未来を持った皆様へ。ペンションでは心に
残る「想い出づくり」をお手伝いします。

大小８室の会議室は、多目的にご利用可。海ほたる
の発光観察会も行なっております。

首都圏からわずか２時間、波静かな鏡ヶ浦や時には富士山の絶景
が目の前に広がる全室オーシャンビュー・天然温泉・天文台の宿。

地中海に面した南スペインを思わせる、スペイン風
リゾートホテルです。

目の前には館山湾が広がり、晴れた日には富士山
も眺められる天然自家源泉のホテルです。

全室オーシャンビュー。スポーツ施設を兼ね備え
た、開放感あふれるホテルです。

⑬リフレッシュイン てゅもろぉ～

■収容人数：24名様　■部屋数：9部屋

お部屋から館山湾が一望でき、天気がいい日には、
富士山も眺められます。

①民宿 きらく

■収容人数：60名様　■部屋数：19部屋

宿から30秒の海岸を素足で歩いて自然再発見。

②かやま・北浜

■収容人数：40名様　■部屋数：12部屋

おいしい食事と家族的な雰囲気の浜辺の宿。

③旅館大浜

■収容人数：55名様　■部屋数：13部屋

料理自慢の和風モダンな宿。戦争遺跡の赤山地下
壕、戦闘機用掩体壕は徒歩5～10分です。

④お宿・やまもと

■収容人数：50名様　■部屋数：11部屋

漁場の町波左間港、家族ふれあいの宿。

⑤伝平

■収容人数：35名様　■部屋数：10部屋

アットホ－ムファミリ－。

⑥清風荘

■収容人数：40名様　■部屋数：9部屋

太平洋を望む大きなお風呂と、おふくろの手作り磯
料理。海に沈む夕日が自慢の漁師町の宿です。

⑦富崎館

■収容人数：45名様　■部屋数：10部屋

①たてやま夕日海岸ホテル

■収容人数：200名様　■部屋数：50部屋

④休暇村　館山

■収容人数：242名様　■部屋数：77部屋

⑤ホテルアクシオン館山

■収容人数：350名様　■部屋数：140部屋

②館山シーサイドホテル

■収容人数：260名様　■部屋数：42部屋

③ホテルファミリーオ館山

■収容人数：94名様　■部屋数：31部屋
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千葉県館山市
教育旅行宿泊施設ガイド

千葉県館山市
館山体験交流協会

TEL＆FAX：0470－22－2530
http://taiken.tateyamacity.com/

●ペンション・民宿・旅館に宿泊ご希望の場合
TEL：0470-28-2409　FAX：0470-28-2644
手配窓口：ペンション キャッチボール　秋石　　　

●ホテルに一括で宿泊ご希望の場合（男女の分宿も可）
TEL＆FAX：0470-22-2530
手配窓口：館山体験交流協会　津藤・日渡

●旅行取扱い代理店

※記載の内容は、平成27年7月1日現在のものです。記載の内容は予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

緊急時の連絡先一覧

医療機関 安房地域医療センター 館山市山本 1155 ☎0470-25-5111

医療機関 館山病院 館山市長須賀 196 ☎0470-22-1122

医療機関 亀田総合病院 鴨川市東町 929 ☎04-7092-2211

消 防 署 安房郡市消防本部 館山市北条 686-1 ☎0470-22-2233

警 察 署 館山警察署 館山市北条1090-2 ☎0470-23-0110

保 健 所 安房保健所 館山市北条1093-1 ☎0470-22-4511

館 山 市 館山市役所商工観光課 館山市館山 1564-1 ☎0470-24-2402

たてやま体験ナビ 検 索で

＊詳しくは、

普通救命講習 消火訓練


