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その１★

海に突き出した
フットサルコート

とても珍しい海に突き出ているフットサル
コートはフットサルやサッカーの合宿はもち
ろんのこと、多目的グラウンドとしても気軽に
ご利用いただけます。夕方になると海に沈
む夕日を見ながらの練習は普段味わえない
ような環境です。ナイターも完備している

ので夜の練習も可能です！

その２★

スカッシュコート3面

スカッシュコートと宿泊所が併設

されているのは、全国でサンセットブリー
ズ保田だけ！合宿時にはスカッシュ棟を
貸切で利用ができるため空いた時間も
多目的スペースでアップなど行えます。
スカッシュコートから海が見えるのも
サンセットブリーズ保田ならではです。

その３★

目の前は海

徒歩０分の海は夏になると多くの方で

賑やかになり、海水浴はもちろんビーチ

サッカーなども楽しむことができます。

また、全室南向きのお部屋では波音や

綺麗な夕日を望むことができます。

その４★

２パターン
サンセットビレッジ

海を間近に感じられるお部屋です。

Aタイプ（３棟）和室 定員６名
Bタイプ（２棟）洋室 定員１２名

一つのお部屋に全ての設備（バス・トイレ・
キッチン）が揃っているので
家族旅行から合宿までご利用

いただけます。

その５★

1棟貸し切り
サンセットビーチハウス

海まで徒歩30秒の一棟貸切専用の別館で
す。会議室・キッチンも備えたビーチハウス
はゼミ合宿や企業研修など様々な用途で
ご利用できる施設です。3階大広間を利用
すると最大60名様までの宿泊が可能です。

サンセットブリーズ保田は少子化の影響で閉鎖になった保田臨海学校を千代田区から譲り受け、
2007年11月にリニューアルオープンした施設です。

フットサルコートとスカッシュコートを新設しスポーツ合宿がしやすい環境になっております。
そして、都内から約1時間。南房総の大自然を体験できます。

サンセットブリーズ保田のおすすめベスト5★
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サンセットブリーズ保田/ビレッジ

住所
〒299-1909
千葉県安房郡鋸南町大六1032

TEL 0470-55-3707

FAX 0470-55-3708

宿泊収容人数
【本館】142名（MAX180名）
【ビレッジ】36名（MAX36名）

部屋数

大部屋（10～12名）×11室
中部屋（6～8名）×2室
小部屋（2～3名）6室
Aタイプ（4～6名）×3棟
Bタイプ（12名）×2棟

チェックイン/アウト 15：00/10：00

●本館・サンセットビレッジ

サンセットブリーズ保田・サンセットビレッジ

●スポーツ施設

フットサルコート 3面

（33ｍ×16ｍ）3面 /ナイター完備

スカッシュコート 3面 /冷暖房完備

コート：9.75ｍ×6.4ｍ
多目的スペース：7ｍ×21.6ｍ

サンセットビレッジ

サンセットブリーズ保田本館
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サンセットブリーズ保田・サンセットビレッジ 平面図①

大型バス乗降場所

大型バスは第3駐車場
にて停泊可能
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サンセットブリーズ保田本館 平面図②
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お部屋

本館中部屋
定員6～8名

本館大部屋
定員10～12名

本館小部屋
定員2～3名

ビレッジAタイプ
定員4～6名

ビレッジBタイプ
定員12名

全室オーシャンビュー！窓からは心地よい波音が聞こえ、全室南向きで暖かくとても
穏やかです。シンプルなお部屋ならでは、家族や仲間とコミュニケーションを自然に深
めることができる空間です。

シャワー、トイレ付バス、トイレ、ミニキッチン付 7



お食事・バーベキュー

■食事
ビュッフェスタイルでご提供しています。
レストランは最大120名様まで一度に
食事をする事ができます。

朝食7:00～9:00
昼食12:00～14:00
夕食18:00～20:00

朝食ビュッフェスタイル

BBQ（10人分）夕食

昼食

■バーベキュー
フットサルコートの前バーベキュー会場で行います。 ※雨天時は駐車場か場合によっては通常の夕食になります。
※寒くなってくる冬にはお鍋などに変更になります。

■その他 飯盒炊飯
ご飯は施設側が炊きますが、カレーを皆さんで作ることができます。
カレー食材 大人840円 学生740円 小学生以下650円 /お1人様 ＋ ご飯、4合につき300円



お風呂

共有スペース

ランドリー エントランス

多目的スペース［Nalu］ ■多目的スペース［Nalu］ 17m×8m 約136㎡
収容人数：約60名
1時間：1,500円
利用実績：研修、ミーティング、飲み会、食事会
（ホワイトボード、プロジェクター、スクリーンの無料
貸し出しがございます）

■レストラン［Kai］ 18m×8m 約144㎡
収容人数：約120名

■飲み会
レストラン［Kai］・多目的スペース［Nalu］で行います。
～24時 300円 ～25時 500円 ～27時 800円
（持ち込み制限なし）
共有の冷蔵庫をご利用ください。

お風呂 ご利用時間 6:00～24:00
浴室大：10基 浴室小：6基
ドライヤー各脱衣所2個ずつ
（当日の男女比によって入れ替えます）

洗濯機 6台（1回200円）
乾燥機 6台（30分100円）
洗剤は無料でご利用いただけます。

レストラン［Kai］
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アクセス

●送迎
最寄り駅・バス乗り場・近隣の施設までの送迎可能です。
ご利用希望の方は事前のご予約が必要になります。

●送迎のご予約方法
①ご予約1週間までに送迎場所・到着時間・人数の
ご連絡をお願いします。

②当日、ご到着致しましたらサンセットブリーズ保田まで
ご連絡ください。ご連絡を受けましてから10～20分程で
お迎えにあがります。

連絡先：0470-55-3707（サンセットブリーズ保田）

サンセットブリーズ保田は都内から約90分

サンセットブリーズ保田から
サンセットビーチハウスまで

お車で約8分
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■サンセットブリーズ保田

■サンセットビレッジ

料金表/カレンダー

■サンセットビレッジ（コテージ棟）

2020年11月～2021年10月
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スポーツ施設料金
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本館から車で8分 1棟貸切＜サンセットビーチハウス＞

1Fエントランス

2Fお部屋

1F食堂

3F会議室 サンセットビーチハウス知っているとお得！
①20名様以上で貸切利用可能！
②会議室料金無料！
③飲み会料金無料！

●お食事タイプ
①BBQ
②自炊
キッチンレンタル料5,000円

③ケータリング（朝食のみ対応）

通常のお食事は基本的にサンセットブリーズ保田

の本館でご案内させていただきます。
ご相談ください。

収容人数50名

定員30名 収容人数40名
※会議室を会議でご利用しない場合は
お部屋としてご利用いただけます。
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サンセットビーチハウス

住所
〒299-1901
千葉県安房郡鋸南町元名942
（サンセットブリーズ保田から車で約8分）

TEL 0470-55-3707

FAX 0470-55-3708

宿泊収容人数
20～30名（MAX60名）
人数が多い場合はご相談ください。

チェックイン/アウト 15：00/10：00

サンセットビーチハウス

サンセットブリーズ保田から
サンセットビーチハウスまで

お車で約８分

●料金表・シーズンカレンダー

●アクセス
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レンタル品・販売品/よくある質問

レンタル・販売品

◆無料レンタル
・スクリーン ・プロジェクター ・ホワイトボート
・バスタオル ・クーラーボックス ・ジャグ
・フットサルボール ・マウンテンバイク

◆有料レンタル
・フットサルシューズ（1足）
・スカッシュシューズ（1足）
・スカッシュラケット（1本）
・アイガード（1個）

◆販売品
・歯ブラシ（1本）
・スリッパ（1足）
・フェイスタオル（1個）
・ビーチサンダル（1足）
・スカッシュグリップ（1個）

よくある質問

Q：チェックイン、チェックアウトの時間は何時ですか？
A：チェックインは15:00、チャックアウトは10:00です。

Q：食事の時間は何時ですか？
A：朝食は7:00～9:00、昼食は12:00～14:00、夕食は18:00～

20:00でお願いしております。ご要望がございましたら事
前にご相談ください。

Q：荷物を事前に送ることは可能ですか？
A：事前にご連絡をお願いします。お荷物の到着はご宿泊の
前日または当日をご指定ください。
団体名とご宿泊日の記載をお願い致します。
記載がない場合はお受け取りできかねます。

Q：アメニティ類はありますか？
A：バスタオル（1泊1枚）をご用意しております。またお風呂
にはリンスインシャンプーとボディーソープもございます。

Q：チャックアウト後に荷物を置く場所はありますか？
A：状況によりお預かりスペースが異なります。
スタッフがご案内いたしますのでお声かけください。

100円
100円
100円
200円

50円
100円
100円
300円
540円
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地域情報

勝山サッカーフィールド（110m×73m1面）
鋸南B&G海洋センター体育館（縦30m×横27m×15ｍ）

鋸南B&G海洋ｾﾝﾀｰ通年温水プール25m×6レーン 岩井袋野球場
■勝山サッカーフィールド（人工芝） お車で約10分
利用料金 9:00～13:00 22,000円 13:00～18:00 22,000円

ナイター 1h/7,7000円
・夜間照明設備4台
・外周ネット高さ6m+10m
・サッカーゴール×2台（8人制×4台）
アメフト・ラグビーポール×1台

■鋸南B&G海洋センター お車で約10分
利用料金 全面１h/2,200円 半面1h/1,100円
利用可能種目
バレーボール2面、バスケットボール1面、
ミニバスケットボール1面、バドミントン4面、卓球6台
その他室内軽スポーツ

■岩井袋野球場 お車で約10分
利用料金 1h/1,100円
利用可能種目
軟式野球、少年硬式野球、ソフトボール

※近隣の施設のご予約はサンセットブリーズ保田で代行させ
ていただきます。

■病院

□鋸南病院 車で約5分
診療科目 内科・外科
診療時間 平日8:15～11:30

13:30～16:00
緊急外来24時間対応

■お買い物できる施設

□ODOYA（おどや）鋸南店 徒歩約3分
営業時間 8:30～21:30

□ファミリーマート鋸南店 車約3分
営業時間 24時間営業
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フットサル・サッカー合宿

サンセットブリーズ保田で一番ご利用の多いフットサル・サッカー合宿
フットサルコート・勝山サッカーフィールドは人工芝なので雨天時でも気にせずにプレーができます。

ビーチでは普段できないようなビーチサッカーができるのでとても新鮮です！

スケジュール例

12:00 到着
13:00 フットサルコートで練習スタート！
15:00 ビーチサッカーもできちゃう！
17:00 お風呂
18:00 夜ご飯
20:00 ダイニングスペースでミーティング！
21:00 就寝

6:00 フットサルコートで朝練習
7:30 朝ご飯
8:00 お部屋の片づけ
8:30 送迎バスで移動
9:00 勝山サッカーフィールドで試合！
12:30 お昼ご飯！
13:00 お疲れ様でした！

フットサルコート ナイター

ビーチサッカー 勝山サッカーフィールド

■料金
フットサルコート1h1面 2,100円
フットサルナイター1h1面 2,600円
ビーチサッカー 無料

勝山サッカーフィールド
9:00～13:00 22,000円
13:00～18:00 22,000円
ナイター1h 7,7000円

マッチメイクの希
望はご相談くださ
い。レベルにあっ
たチームをお探し
致します。
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スカッシュ合宿

宿泊施設にスカッシュコートがあるのは、サンセットブリーズ保田だけ！
長時間の貸切利用が出来ることによって、ゲーム数を多くする事ができ、多目的スペースでは

ストレッチや卓球、バドミントンなども楽しむことが出来ます。

スケジュール例

12:00 到着
13:00 スカッシュコートへGO！
15:00 休憩～海に行こう！
18:00 地元のスカッシュチームと

一緒に練習
19:00 夕食はBBQ
21:00 飲み会スタート！

8:00 朝食
9:00 ゲームスタート
12:00 練習終了
12:00 汗はシャワーで流してさっぱり
13:00 お昼ご飯
14:00 お疲れ様でした！

料金表（1h）

スカッシュコート1面 1,100円

卓球 500円

バドミントンセット 300円
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海

夏は多くの方で賑やかになり、磯遊び、スイカ割り、花火など楽しめます。
冬は富士山と夕日がとてもきれいで、都内では味わえない自然を体験することが出来ます。

スケジュール例

13:00 到着
13:30 着替えて海にGO！
14:00 すいか割り
15:00 ビーチサッカー
17:00 外シャワーで砂を流して

BBQの準備
18:00 BBQスタート！
20:00 海で花火
21:00 お風呂
22:00 就寝

7:30 朝食
8:30 お部屋の片づけ
10:00 自分だけの写真立て作り

海で拾った貝殻を使おう！
12:00 お昼ご飯

海で楽しめること
・ビーチサッカー
・スイカ割り
・磯遊び
・花火
・キャンプファイヤー🔥
（約2m×2m 1基5000円）
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キャンプファイヤー木組み ¥5,500（税込）/1基
2基まで

飯盒炊飯（カレー作りセット） ¥900(税込）/お1人様
※必要な機材、材料全て込
※お米追加１合につき150円
※ご飯は施設側で炊いてのご提供となります

キャンプファイヤーと飯盒炊飯

🔥

＠本館 すぐ横の砂浜で 2基まで

🔥

🔥
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