
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
藤田観光株式会社（本社：東京 代表取締役社長：瀬川 章）は、運営する施設にて、家族で楽しめるプランの販

売やイベントを開催いたします。 
 
子供たちが楽しみにしている夏休みがもうすぐやってきます。藤田観光グループでは、お子さんとご家族が一緒

に楽しめるプランを多数ご用意しております。太閤園ではシェフ直伝のパン教室、ホテル椿山荘東京では、毎年恒
例のパン＆スイートポテト作りや定番の金魚やトンボから独創的なイラストなどの風鈴の絵付け体験を開催します。
自然の入り江を利用した下田海中水族館では様々なイルカふれあいイベントを開催しており、夏休みの自由研究に
もピッタリなプラン、イベントです。今年の夏は、ホテルやレジャー施設ならではの体験を通して思い出を残してはい
かがでしょうか。 

 

《藤田観光グループ 2015年 夏休みお楽しみプラン一覧》 

◆◆太閤園 （大阪市都島区網島町 9-10/（予約）06-6356-1110 [9：00～19：00]）◆◆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2015太閤園サマーフェスタ 阿波踊りの夕べ 

本場徳島の数ある連の中でも、屈指の伝統を持つ「みやこ連」が登場。 

賑やかなリズムの鳴り物とともに、一緒に踊って真夏の暑さを吹き飛ばしましょう。 

今年は子供料金がお得な 1,000円。是非ご家族でご参加下さい。 

 

【期間】2015年 7月 25日（土） 

【時間】受付／17：30～ お食事／18：00～20：00 ショー／18：50～19：30 

【料金】大人 7,700円、子供（3歳～小学生）1,000円、3歳未満 無料 

※大人 1名に付き上記子供料金は、2名まで（幼児含む）。 

以降 1名追加ごとに子供（3歳～小学生）3,500円、幼児（3歳未満）500円を頂戴いたします。 

※いずれも料理・フリードリンク・席料・消費税・サービス料込み 

 

 

  夏休み 思い出作り 第二弾！ 

藤田観光グループ 家族で楽しめるプラン続々販売！ 
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◆親子で楽しむ「はじめてのパン作り教室」 

シェフがやさしくパン作りを教えてくれるので、初めてでも大丈夫！パン作り体験の後

は、オードブルなどと一緒にデザートビュッフェでランチタイム。お子様向けにわた菓

子作りコーナーもご用意しています。お子様にはコック帽をプレゼント！作ったパンは

お土産にお持ち帰りいただけます。 

【期間】2015年 7月 27日（月） ～ 2015年 7月 31日（金）  

【時間】受付／10：30～ パン教室／11：00～ お食事／12：00～13：30 

【料金】大人 4,200円 小学生 2,200円 幼児（3歳～） 1,300円 

※受講料・料理・消費税・サービス料込み 

※3歳未満のお子様でパン作りに参加する場合は、幼児料金でお申込み下さい。 

 【持ち物】エプロンをご持参下さい。 

 

 

 



 

◆◆ホテル椿山荘東京 （東京都文京区関口 2-10-8/（予約）03-3943-1140[受付 9：00～20：00]）◆◆ 
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【開催日】 7月 26日（日）、27日（月）、30日(木)、31日(金) 

【対象年齢】 幼児～小学校低学年 

【持ち物】エプロンご持参、または汚れても支障のない服装でお越し下さい 
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ご家族揃って体験いただけるホテルならではの体験プログラムの後には、とって

おきのランチをご用意。夏休みの自由研究にもおすすめです。 

【時間】受付 10：30～、体験 11：00～12：30、食事 12：30～14：00 

【料金】大人 6,500円、小学生 3,500円、幼児（3歳～）2,500円 

※教材費・ランチ代・消費税・サービス料込み 

 
 

【対象年齢】幼児～小学校低学年  【持ち物】エプロンをご持参ください 

※体験開始前に手洗い準備がございます。受付時間までにお集まりください。 

 7月 8月 

■パン＆スイートポテト作り体験 

毎年恒例のパン作り。パティシエがパン作りを成形から教えます。こねて、のばして、

丸めてお好みの形を作りましょう。今年はさらに、裏ごししされたさつまいもからスイ

ートポテト作りにも挑戦いただけます。 

 

 

■風鈴絵付け体験 

7･8 月と夏の庭園を彩る約 300 個の江戸風鈴。江戸時代から庶民に親しまれて、その技術を

今に受け継ぐ「篠原まるよし風鈴」。その職人さんと一緒に風鈴に絵付けをしてみませんか？

定番の金魚やトンボから独創的なイラストまで、オリジナルの風鈴作りをお楽しみください。 

◆夏休み家族向け 体験教室＆ランチ 

体験教室＆ランチの後は無料で遊べるキッズ・プレイルームで、涼しく楽しい夏休みの一日が完成します。 

 

今年の夏は知育玩具で有名な株式会社フレーベル館とコラボレーション。遊びながら本格的な科学体験ができる

「キンダー科学ミュージアム」や大人気のボールプールなどを用意。また、日にちを限定して絵本の読み聞かせ会

やワークショップなども開催します。  

さらに、映画「ビリギャル」原作「学年ビリのギャルが１年で偏差値を 40上げて慶應大学に現役合格した話」の著者

で塾長の坪田信貴先生の講演会も開催。知育から受験対策まで、夏休みのファミリーを幅広く応援します。 

キッズルーム開催期間 8月 3日（月）～24日（月）（8、15、16日を除く） 

□料金： 体験教室＆ランチご利用のお子様は入場無料です 

□URL： http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/002114.html 

※キッズルームは親御様の監視下のもとご一緒にお遊びいただくスペースです。 

 

映画「ビリギャル」原作、坪田塾塾長 坪田信貴先生講演会 概要 

「活き活きとした人間を育てる親や、指導者になるための３つの秘密」をテーマに 

「ビリギャル先生」の人材育成メソッドをライブ体験。受験に役立つ経験と技術を 

「笑いながら」学んでいただきます。 

【開催日】2015年 8月 10日（月）：受付 11：30～ ランチ 12：00～ 講演 13：15～        

【料金】ランチ付講演会／お一人様 9,000円 講演会のみご参加／4,500円 

□URL：http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/002078.html  

 

【開催日】 

発行： 

株式会社 

KADOKAWA 

http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/002114.html
http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/002078.html


 

 

◆◆箱根ホテル小涌園 （神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平 1297/（予約）0460-82-4111 [9:00〜20:00]）◆◆ 

◆2015夏休みユネッサンファミリープラン（夕朝食付） 

広大な庭に囲まれた箱根ホテル小涌園の宿泊と温泉テーマパーク「ユネッサン」パスポートなどの特典が付いたお

得なプラン。日本の夏が感じられるようなおもてなしでお客様をお迎えいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆夏の箱根小涌園ユネッサンはイベントが盛り沢山！ 

箱根唯一の全天候型温泉テーマパークのユネッサン。アミューズメント感あふれるお風呂が盛りだくさん！イベント

も盛りだくさんなので夏の思い出にご家族みなさんでお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

料金：【ユネッサン】 大人 2,900円、子供 1,600円 

    【森の湯】 大人 1,900円、子供 1,200円 

    【両施設パスポート】 大人 4,100円、子供 21,00円 

※子供は 3歳～小学生となります(3歳未満は無料となります)。 

※シルバー（60歳以上）割引、障がい者割引もございます。 

営業時間：ユネッサン（水着ゾーン）9：00～19：00、森の湯(裸ゾーン) 11：00～21：00 

詳細はこちらから http://www.yunessun.com/event/aquacollagengel2015/natsu.index.html 

 

◆◆ホテル鳥羽小涌園（三重県鳥羽市安楽島町 1061番地（予約）0599-25-3251）◆◆ 

◆プライベートビーチとプールを満喫！伊勢志摩ディナーバイキングプラン（夕朝食付き） 

プライベートビーチとプールで思いっきり遊びたい。そんなファミリーにぴったり！！ 

夕食は焼きたてステーキ、揚げたて天ぷらが食べ放題の和洋バイキング♪ 

 

 

 

 

 

期間：2015年 7月 1日(水)～2015年 9月 30日(水) 

料金：一泊夕朝食付 お一人様 15,000円～（消費税・サービス料込み） 

【当プラン限定特典】 

① ユネッサン＆森の湯入り放題チケット（チェックイン日～チェックアウト日迄） 

② ユネッサン内「ドクターフィッシュの足湯」「ロデオマウンテン」で使える優先入場パス 

③ お子様にお菓子プレゼント 

④ ホテル館内で使える優待券 

⑤ ユネッサンオリジナル入浴剤 1人 2ヶ付 

※添い寝のお子様は対象外となります 

 

7月 18日（土）～9月 23日（水・祝）までホテルの屋外プールがオープンいたします。ご宿泊の方は無料でご利用いただけます。 

さらに 7月 18日(土)～8月 31日(月)までのチェックイン限定特典として、夏休みイベント「パン作り工房」割引券が付きます。 

詳細はこちらから https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?hi_id=36&lang=ja-JP&smp_id=919 
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■ガリガリ君ソーダ風呂（7月 18日～9月 30日まで） 

■森永 冷やし甘酒風呂（7月 4日～8月 31日まで） 

■大爆笑芸人投入パフォーマンス（7月 18日～8月 31日、9月 19日～9月 23日まで） 

■手作り入浴剤ワークショップ（7月 18日～8月 31日まで、1回 300円） 

■全国ご当地ゆるキャラ祭り（7月 18日～7月 20日、8月 1日～8月 31日、9月 19日～9月 23日） 

 

 

料金：一泊夕朝食付 お一人様 8,300円 ～ 33,900円（消費税・サービス料込み） 

期間：2015年 7月 18日（土）～2015年 8月 31日（月） 

詳細はこちらから http://www.toba-kowakien.com/stay/stayplan/381.html 

 

期間：7月 18日～8月 31日 

 

 

◆◆箱根小涌園ユネッサン （神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平 1297（お問い合せ）0460-82-4126  [9:00～20:00]）◆◆ 

http://www.yunessun.com/event/aquacollagengel2015/natsu.index.html
https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?hi_id=36&lang=ja-JP&smp_id=919
https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?hi_id=36&lang=ja-JP&smp_id=919
http://www.toba-kowakien.com/stay/stayplan/381.html


 

 

◆◆伊東ホテル小涌園（静岡県伊東市広野 2-2-5 (予約)0557-37-4131）◆◆ 

◆夏休み プールのある宿 25Ｍの開放感満喫サイズ♪（夕朝食付） 

夏休みは、プールに温泉でお子様もご家族も一緒に楽しめるプランです。いっぱい 

遊んだ後は、美味しい海の幸に舌鼓。自慢の温泉にゆっくり入って夏を満喫しませんか。 

 

期間：2015年 7月 18日（土）～2015年 8月 31日（月） 

料金：一泊夕朝食付 12,600円 ～ 34,600円 （消費税・サービス料込み） 

 

【宿泊特典】プールを無料にてご利用いただけます。通常 大人 1,080円・小人（3才～小学生）540円 

※宿泊日当日 9：00～17：00と翌日 9：00～12：00まで（お部屋は 10：00チェックアウトです） 

 

 

 

◆◆下田海中水族館（静岡県下田市 3-22-31 （お問合せ）0558-22-3567）◆◆ 

◆イルカとのふれあいイベント 

イルカに直接エサをあげたり、握手やジャンプなどの合図を出すことができるプログラムが充実！イルカと一緒に泳

いだり、観察をしたり、この夏はイルカと触れ合ってみませんか。 

入館料金：一般 大人 2,000円 子供 1,000円※団体割引、障がい者割引もございます。 

営業時間：夏休み（7月 18日(土)～8月 31日（月））は 8：30～17：30（最終のご入館は原則として閉館の 60分前） 

■ファミリードルフィン 

入り江に浮かぶイケスでイルカの生態や体のしくみを説明しながら餌をあげたり、触ったり、トレーナーのようにブロ

ックサインを出してジャンプさせたりできます。 

開始時間：夏休み期間の 9：50～、13：30～、15：30～ ※各回 1組 ※所要時間 約 20分 

料金：1,500円 

対象：小学生以上、服装はそのままで OKです。 

■ドルフィンステージ（マリンスタジアム） 

マリンスタジアムプールでカマイルカまたはバンドウイルカにエサを与え、写真撮影もできます。 

期間：8月 1日〜16日 

開始時間： 12：30 ※所要時間 約 10分 

料金：1,500円 

対象：小学生以上、服装はそのままで OKです。 

■ドルフィンステージ（ふれあいの海） 

入り江に浮ぶショーステージでイルカに直接エサをあげられるドルフィンフィーディングが体験できます。 

開始時間：夏休み期間の 11時、13時、15時 ※所要時間 約 10分 

料金：1,500円 

対象：小学３年生以上、服装はそのままで OKです。 

※予約方法は、それぞれ異なりますので下田海中水族館ホームページをご確認ください。 

※イルカの体調や天候により中止する場合があります。 

その他にも、イルカとふれあえるイベントをご用意しております。 

詳しくはこちらから http://shimoda-aquarium.com/touch/ 

 

 

 

 

取材に関するお問い合わせ 

〒112-8664 東京都文京区関口 2-10-8 

藤田観光株式会社 広報部 

小宮山 誠 ・ 真田 誠二 ・ 北原 靖子  

TEL：03-5981-7703 ／ FAX：03-5981-7735 

40日前まで、21日前までの早割りプランには、さらに「伊東オレンジビーチ提携海の家休憩利用券＆往復送迎付」の特典付！ 

詳細はこちらから http://www.ito-kowakien.com/stay/stayplan/157.html 
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