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白浜フローラルホールは、約20年前に建てられた、房総半島の最南端、【白浜】に立地する市営音楽ホールです。
近年の人口減少とともに稼働が下がり解体も視野にあがっていましたが、2016年7月に“音楽ホール”と“福祉施
設”をリノベーションしたダンス・音楽合宿などに最適な宿泊施設に生まれ変わりました！！

ダンス・音楽合宿におすすめな理由

アイデア溢れる
リノベーション施設！

東京から120分圏内にありながら、首都圏

随一の大規模なダンス・音楽合宿（最大
160名）が可能です。

そして、アーティストの方々やボランティア
の皆様と作り上げたリノベーション壁紙等
白浜フローラルホールの大きな魅力です。

お気に入りの壁紙を見つけてインスタ映え
の写真をパシャリ！

練習・発表・イベントに強い
大ホール・スタジオを完備！

音量を気にせずに練習ができる施設

として、大ホール、スタジオ、多目的
ルームを完備。大ホールでは、本格的
な音響・照明設備、観客席とステージ
を共有し、合宿と発表の場の同時開催、
宿泊を含めたイベント開催も可能です。
快適な合宿、練習、イベントをぜひ
白浜フローラルホールで！

合宿施設とは思えない

おいしい料理！！

毎日の生活にかかせない食事。頑張って
練習したあとにはおいしい食事がみなさ
んを待っています。
中華の世界で30年働いていた料理長が
腕を振るいます！

提供できる範囲になりますが、リクエスト
メニューも受け付けています♪

0470-28-5101

info@shirahamafh.com
〒295-0103
千葉県南房総市白浜町滝口6767-1

白浜フローラルホール
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大ホール

全体面積：542㎡（縦22.6m×横24m）※舞台含む
485㎡（鏡1160cm×183cm）※舞台含まず

舞台面積：84,6㎡（幅14.1m×奥行6.0m）
1階観覧席：485㎡（可動式578席）
2階観覧席：63㎡
定員：着席利用の場合 800人

スタンディング 1,000人

←多目的ルーム

全体面積：66㎡（約30名収容）
・鏡あり
・ダンス可能
・会議可能

←Ｅスタジオ

全体面積：101㎡（約50人収容）
・壁面鏡貼り（鏡640cm×183cm）
・防音仕様
・パーテーションで2分割にして利用可能

【料金表】

大ホール Ｅスタジオ 多目的ルーム

9:00～13:00 ¥10,000 ¥5,000 ¥3,500

13:00～18:00 ¥10,000 ¥5,000 ¥3,500

18:00～翌朝9:00 ¥2,000/1h ¥1,000/1h ¥800/1h

ピアノ ¥5,000/1日 × ×

音響設備 ¥1,000/1h × ×

その他照明 ¥1,000/1h × ×

本番さながらの吹奏楽練習！

スタッフも混ざりレッスン終わりは
みんなでパシャリ☆彡

●24時間音出し可能！

●宿泊施設にホールが併設されているので
移動時間なし！

●施設が広いのでパート練習も可能！

●冷暖房付き！

●宿泊施設にダンスホール併設なので移動時間なし！

●大型Bluetoothスピーカー4台完備！

●24時間練習可能！

●冷暖房付き！

【ダンス・吹奏楽団体】

吹奏楽団体にとっての魅力

ダンス団体にとっての魅力
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←音響室

お客様が使用して
いただくことも可能
です（備品について
はお問い合わせくだ
さい）
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【企業研修】
●館内すべて無料Wi-Fi！
●大スクリーン完備！
●ホワイトボードやマイク無料貸し出し！
●宿泊施設に研修場所が併設されているので
移動時間なし！

利用目的によって選べる研修場所

大ホール

Ｅスタジオ

多目的ルーム

全体面積：542㎡（縦22.6m×横24m）
※舞台含む

485㎡（鏡1160cm×183cm）
※舞台含まず

舞台面積：84.6㎡（幅14.1m×奥行6.0m）
1階観覧席：485㎡（可動式578席）
2階観覧席：63㎡
定員：着席利用の場合 800人

スタンディング 1,000人

全体面積：101㎡（約50人収容）
・壁面鏡貼り（鏡640cm×183cm）
・防音仕様
・パーテーションで2分割にして
利用可能

全体面積：66㎡
（約30名収容）

・鏡あり
・会議可能

・パイプ椅子×約150脚
・パーテーション×約5枚
・長机×約50台
・座卓×約15台
・スピーカー×4台
・ワイヤレスマイク×約6本
・コードマイク×約2本
・ホワイトボード×約5枚
・プロジェクター＆スクリーン×２台
※大ホールは舞台の大きな
スクリーンにも投影可能です

豊富なレンタル品！
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企業研修にとっての魅力

大ホール
シアター・・・578席
スクール・・・3人掛け32島
1本渡し・・・6人掛け16島

Eスタジオ
シアター・・60席
スクール・・・3人掛け12島
1本渡し・・・6人掛け8島

多目的ルーム
シアター・30席
スクール・・・3人掛け6島
1本渡し・・・6人掛け6島
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【施設概要】

●宿泊部屋
101 二段ベット 26名
102 和室 14名
201 和室 3名
202 和室 1名
203/204 二段ベット 12名
205 二段ベット 18名
206/207 二段ベット 14名
（※206と207はお部屋がつながっております）
208 二段ベット 20名
楽屋A/楽屋B 3名
（楽屋宿泊は冷暖房器具がないことと
襖でお部屋を区切るため要相談です）
-----------------------------------------------------------------
通常定員 140名

（お部屋にお布団を敷くと最大約160名まで可能）

●食堂
収容人数：約130名
（それ以上の人数は、何回かに分けて
食事をしていただく形になります）

●お風呂
男女別2室 シャワー男女7基ずつ

●その他
洗濯機：5台 1回/300円
乾燥機：5台 30分/100円
駐車場：約100台

〒295-0103
千葉県南房総市白浜町滝口6767-1
TEL:0470-28-5101
FAX:0470-28-5102

【ご宿泊するにあたって】

●緊急連絡先について
070-4030-0248

●お風呂ご利用時間について
夕食後～23:00
※上記以外の時間に入浴ご希望の場合はご相談ください。

●チェックイン/アウトについて

15:00/10:00

●お部屋内について
お部屋の中は土足厳禁となります。入口で脱いでからお入りくだ
さい。

●リネン・バスタオルについて

・新しいものは宿泊棟1階に置いてありますので、お持ちになりご
利用ください。
・使用済みのものに関しましては、宿泊棟1階の回収BOXに入れ
てください。
・バスタオルは1泊につき1枚、リネンは3泊につき1枚となります。

●喫煙について

全館禁煙となります。喫煙はホール入口及び宿泊棟入口に設置
してありますので、そちらをご利用ください。

●ごみの分別について

・ごみの分別にご協力ください。
・ごみ袋は各部屋及びフロントにございます。

●お食事について
・お食事はビュッフェスタイルで、ご自身で料理を取っていただく
形式となります。※個数に制限がある料理もございます。
・お食事時間の変更がある際は、2時間前までにお知らせください。

●BBQについて
当日午前中の天気予報で「降水確率70%以上」または「風速5m
以上」が予想された場合は、安全のため中止とさせていただきます。

●アクセス
・お車でお越しの方
東京から東京湾アクアライン経由→館
山道→富津館山道→富浦インターチェ
ンジ→国道127号線館山方面→国道
410号線白浜方面（約1時間45分）

・高速バスでお越しの方
JR「房総なのはな号」で【東京駅】～
【南海荘】下車（2時間45分）
→南へ徒歩約10分 5
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お風呂

食堂 洗濯機&乾燥機

2階ラウンジエントランス

食堂

アーティストさん作品

【施設内】

楽屋

アーティストさんの作品は館内のいたるところに！
お気に入りの壁紙を見つけて素敵な写真を撮影しよう！
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208

201(個室） 203

206.207

【お部屋】

【レンタル品】

・iPhone充電器
・AUXジャック
・場ミリ用のヒモ
・カラーマジックペン
・マイク
・ジャグ・クーラーボックス
・電気ケトル
・懐中電灯
・延長コード
・スピーカー
・ホワイトボード

【販売品】

・歯ブラシ
・スリッパ
・アイス
・お菓子
・自動販売機（飲物、アイス、
カップラーメン等）

来てくださるお客様の仲が深まるように、と思いを込めて
お部屋は基本的に大部屋仕様の二段ベットタイプとなっております！
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206,207はお部屋が
つながっている
タイプとなります。
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朝食
朝は私はパン派！僕はごはん派！
そんな意見が分かれても大丈夫。
朝食はごはん派もパン派も食べられる
メニューとなっております。

昼食
午後からも練習があるからお昼急がなきゃ！
そんな時でも大丈夫。
昼食はお客様の合宿プログラムの妨げに
ならないよう簡単に召し上がれるメニューと
なっております。

THE合宿料理
だけではなく
料理長（大将）の
センスが光る料理が
たくさん登場します！

※メニューはすべて一例です。

大将のご機嫌がよければリクエスト
メニューを作ってくれるかも？！

夕食
今日の夜ごはんは唐揚げと餃子
両方食べたいな～
そんな気分でも大丈夫。

夕食は和洋折衷、メインとなる料理が
基本3品入るメニューとなっております。
また、夏はBBQ、冬は鍋に変更する
ことも可能です。※別途料金発生

＼世界基準の衛生管理「HACCP」を導入！／

HACCPとは「Hazard（危害）」「Analysis（分析）」「Critical（重要）」
「Control（管理）」「Point（点）」という言葉の略語で、食品を製造する
際に安全を確保するための管理手法のことを言います。
日本語では「危害分析重要管理点」と訳されます。

【HACCPを導入するメリット】

・新鮮な食材を使用しているので安心、安全な料理が提供できる

・清潔な環境で食事ができる

・働く社員の衛生管理に対する意識が向上するので、食品の事故が
起こる確率が極めて低くなる

・食品事故を未然に防止するシステムがつくられている

・企業のイメージが良くなり、お客様の信頼度が上がる
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【食事について】
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料 金 表

早見表
単価

オフ 通常 ピーク

大
人

素泊まり ¥3,400 ¥4,940 ¥5,970 朝食 ¥820

1泊朝食 ¥4,220 ¥5,760 ¥6,790 昼食 ¥820

1泊2食 ¥5,560 ¥7,100 ¥8,130 夕食 ¥1,340

1泊3食 ¥6,380 ¥7,920 ¥8,950 BBQ ¥1,860（+¥520）

中
～
大
学
生

素泊まり ¥2,880 ¥3,910 ¥4,940 朝食 ¥720

1泊朝食 ¥3,600 ¥4,630 ¥5,660 昼食 ¥720

1泊2食 ¥4,730 ¥5,760 ¥6,790 夕食 ¥1,130

1泊3食 ¥5,450 ¥6,480 ¥7,510 BBQ ¥1,550（+¥420）

小
学
生
以
下

素泊まり ¥2,880 ¥3,910 ¥4,940 朝食 ¥620

1泊朝食 ¥3,500 ¥4,530 ¥5,560 昼食 ¥620

1泊2食 ¥4,320 ¥5,350 ¥6,380 夕食 ¥820

1泊3食 ¥4,940 ¥5,970 ¥7,000 BBQ ¥1,030（+¥210）

乳児（0～2歳） 無料

【料金表】 （税込）

【キャンセル規定】

※キャンセル料金は宿泊＋食事代が対象となります。
※基本的にご予約確定後からキャンセル料が発生します。

24:00まで ¥300

27:00まで ¥500

29:00まで ¥800

【飲み会】

¥5,000/2h

¥1,000/1h

【日帰りBBQ/2h】 【BBQ台貸し】

【部屋延長料金】
飲み会会場は基本的に
Eスタジオになります。

※人数によって大ホール
にすることも可能です。

大人 ¥2,580

中～大学生 ¥2,060

小学生以下 ¥2,060
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