
日水連発 1618－003 号 

 
 

第６５回 日本泳法研究会 ＜課題流派：向井流＞   

 

◇主 催  （公財）日本水泳連盟 

◇主 管  （一社）神奈川県水泳連盟 

◇日 時  平成２９年３月１１日（土）～１２日（日） 

・３月１１日（土） ：『ローズホテル横浜』 

   受  付         １５：００～１５：３０  

   開 会 式         １５：３０～１６：００ 

   研究発表         １６：００～１７：３０ 

懇 親 会         １８：００～２０：００  

・３月１２日（日） ：『横浜国際プール』 

   開  場           ８：４５ 

実技発表          ９：００ 

   閉  会         １１：３０ 

 

◇会場及びアクセス（※記載の時間は、標準所要時間です） 

 ＜研究発表/懇 親 会＞「ローズホテル横浜」２Ｆボールルーム 

  〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町７７   TEL:045-681-3311 

・みなとみらい線「元町・中華街駅」２番出口より徒歩１分 

・JR「石川町駅」中華街口（北口）より徒歩１０分 

・羽田空港よりリムジンバス約３０分 

 ＜ 実 技 発 表  ＞「横浜国際プール」 

  〒224-0021神奈川県横浜市都筑区北山田 7-3-1 TEL:045-592-0453 

・横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田駅」より徒歩５分 

 

◇参加費   研究会 ７，０００円    懇親会 ８，０００円 

※必ず同封の参加申込書で、指定業者へＦＡＸもしくは郵送でお申込み下さい。 

 

◇申込先   指定業者：京王観光株式会社 東京中央支店  担当：菊池 勇希(きくち ゆうき) 

ＦＡＸ：０３－５３７９－０７４０ 

〒160-0022 東京都新宿区新宿２－３－１０ 電話：03-5312-6540 

 

◇留意事項 

・お申込みは指定業者あて、また参加費も指定業者あての事前振込となっておりますので十分ご注

意下さい。 

・日本泳法委員会による宿泊施設の斡旋は行いませんので、参加者ご自身でご手配いただくか、指

定業者による宿泊・交通等のオプション斡旋等をご利用下さい（別紙有）。 

・課題流派からの連絡利用の為、お申込みいただきました個人情報の提供をする場合がございます 

ので、予めご了承下さい。 

 ・研究会終了後に、日本泳法研鑽会を実施する予定です。実施要領については、別紙「第９回日本

泳法研鑽会開催要項」をご覧下さい。 

 

◇お問合せ先／日本泳法委員会 総務担当 

 ・有吉 伸久   携帯電話   090-4825-1835    ＦＡＸ：042-736-7750 

 ・山根 一寿    〃     090-5528-9030   〃 ：03-5442-1486 

・北島 浩司    〃     090-2741-9241      〃  ：03-5941-9691 

 ・土屋 守史    〃    090-4024-8980   〃 ：03-6638-9064 

以 上 



 

第６５回 日本泳法研究会 ≪宿泊、交通のご案内≫ 

 
 

◆開催期間 ： 平成２９年３月１１日（土）：研究発表・懇親会 
     平成２９年３月１２日（日）：実技発表 
 

  ◆会  場  :  研究発表／懇親会 
「ローズホテル横浜（神奈川県横浜市中区山下町77）」 

実技発表 
「横浜国際プール（神奈川県横浜市都筑区北山田７− ３− １）」 

 
    

拝啓 日本泳法ご関係者各位におかれましては、益々ご健勝のことと心よりお慶び申し上げます。 

弊社営業につきましては、平素より格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。 

また、このたびは「第６５回 日本泳法研究会」が横浜市内で開催されますことを心よりお慶び申し上

げますとともに、弊社といたしましても、研究会の成功に向けて精一杯ご支援させて頂きますので、ど

うかよろしくお願いいたします。 

 早速ですが、皆様が安心して研究会にご参加いただけますよう、研究会・懇親会の参加申込みと併せ

て、ご宿泊と交通のご案内をさせていただきます。 

別紙ご案内をご覧いただきまして、何卒多数ご用命を賜りますよう、どうかよろしくお願い申し上げ

ます。 

敬具 

 
京王観光株式会社 東京中央支店 

 
 

 
◎弊社では、下記の項目について誠心誠意お手伝いさせていただきます 

 
①  ３月１０日（金）、１１日（土）泊 宿泊施設のご案内 
②  横浜までの交通 
③  その他、お客様がご希望される旅行サービス 
④  研究会、懇親会のお申込み受付 
 

別紙ご案内書には、御利用いただくホテルの料金、部屋タイプ、各会場への距離、最寄り駅の記載をしております。 

先着順にお申込みを受け付けておりますので、申込み期限間際は非常に混み合い、ご希望どおりにお取りできない 

場合もございます。別紙申込書にご記入の上、どうかなるべくお早目にお申込み頂きますようご案内申し上げます。 

ご質問などございましたら、ご遠慮なく下記担当者までご連絡下さい。 

                                    どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

   

京王観光（株）東京中央支店（観光庁長官登録旅行業第１０号） 
〒１６０－００２２ 東京都新宿区新宿２-３-１０新宿御苑ビル２Ｆ 
☎ ０３－５３１２－６５４０     ＦＡＸ ０３－５３７９－０７４０ 

 担当：菊池 勇希（きくち ゆうき） 
 ※担当者転勤のため上記支店で担当させて頂きます。 
                              
 



 
別 紙 

①  <<宿泊のご案内>> 
≪宿泊受付期間≫平成２９年３月１０日（金）、１１日（土）宿泊分 ＜１泊からお申込みを受付けます＞ 

                                   ＜ツインは２名１室での１名様当たりの料金＞ 

   ホテル名 タイプ 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ  

横浜平和プラザホテル 
ローズホテルまで 

徒歩１５分 １ｋｍ 

電車で約４分 

横浜国際プールまで 

電車で約３０分 

Ａ－１ １泊朝食付き税サ込 ＠ １２，０００円（シングル） 10日の宿泊 

左記より 

▲4,000円 Ａ－２ １泊朝食付き税サ込 ＠ １１，０００円（ツイン） 

＜最寄駅＞ 

みなとみらい線馬車道駅より徒歩5分 

＜食事条件＞  

朝食：パンを中心としたバイキング 

朝食0７：００～09：00 

   ホテル名 タイプ 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ  

ホテルルートイン横浜馬車道 
ローズホテルまで 

徒歩４分 １ｋｍ 

電車で約４分 

横浜国際プールまで 

電車で約３０分 

Ｂ－１ １泊朝食付き税サ込 ＠ ８，５００円（シングル） 10日の宿泊 

左記より 

▲1,000円 
Ｂ－２ １泊朝食付き税サ込 ＠ ７，５００円（ツイン） 

＜最寄駅＞ 

みなとみらい線馬車道駅より徒歩２分 

＜食事条件＞ 

朝食：バイキング 

朝食06：４５～09：００ 

   ホテル名 タイプ 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ  

スターホテル横浜 
ローズホテルまで 

徒歩５分  

 

横浜国際プールまで 

電車で約３５分 

 

Ｃ－１ １泊朝食付き税サ込 ＠ １６，０００円（シングル） 
10日の宿泊 

左記より 

▲4,500円 Ｃ－２ １泊朝食付き税サ込 ＠ １４，０００円（ツイン） 

＜最寄駅＞ 

みなとみらい線 元町・中華街徒歩５分 

＜食事条件＞  

朝食：パンを中心とした朝食 

（ホテル内テナントでのご案内） 

朝食０７：００～09：００ 

   ホテル名 タイプ 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ  

ホテル横浜キャメロット
ジャパン 
ローズホテルまで 

電車で約20分 

横浜国際プールまで 

電車で25分～30分 

Ｄ－１ １泊朝食付き税サ込 ＠ １２，９６０円（シングル） 
10日の宿泊

同料金 

Ｄ－２ 1泊朝食付き税サ込 ＠ １２，５００円(ツイン) 

＜最寄駅＞  

ＪＲ・みなとみらい線横浜駅徒歩8分 

＜食事条件＞  

朝食：バイキング 

朝食07：00～10：00 

   ホテル名 タイプ 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ  

ホテルプラム 
ローズホテルまで 

電車で約20分 

横浜国際プールまで 

電車で25分～30分 

Ｅ－１ １泊朝食付き税サ込 ＠ １１，８８０円（シングル） 
10日の宿泊

同料金 

   

＜最寄駅＞  

ＪＲ・みなとみらい線横浜駅徒歩5分 

＜食事条件＞  

朝食：パン・おにぎりを中心とした軽食 

朝食07：00～09：30 

   ホテル名 タイプ 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ  

ローズホテル横浜 
 
横浜国際プールまで 

電車で約３５分 

 

Ｆ－２ １泊朝食付き税サ込 ＠ ２０，０００円（ツイン） 
10日の宿泊 

左記より 

▲3,000円    

＜最寄駅＞  

みなとみらい線 元町・中華街徒歩５分 

＜食事条件＞  

朝食：バイキング 

朝食０７：００～０９：００ 

 
 
 



②  ≪横浜までの交通≫ 
弊社ではＪＲ・飛行機＜ＪＡＬ・ＡＮＡ・スカイマーク・ジェットスター等 ただしPeachは不可＞・ 

高速バス＜一部不可の路線有＞・フェリー各種取り扱いが可能です。 

ご希望の交通機関と希望の日時・東京への到着（出発）希望時間をご記入いただきましたら、担当 

より回答させていただきます。 

 

③ ≪その他お客様が希望する旅行サービス≫ 
   記載しておりますホテルの他にご希望がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

    また前後泊・現地の観光などのご希望がありましたら、併せてお問合せ下さい。 

 

④ ≪研究会・懇親会の申込みについて≫ 
  ３月１１日（土）ローズホテル横浜  

   研究会参加費 １名 \ ７，０００円 

    懇親会費    1名 ￥ ８，０００円 

   別紙の申込書にて研究会・懇親会の申込みを受付けます。 

    

 

⑤ ≪お申し込み方法≫ 
   別紙申込書に必要事項をご記入の上 京王観光（株）東京中央支店まで郵送又は、ＦＡＸにてお申込み 

下さい。（郵送の場合は、申込書をコピーのうえ、原本はお手元にお持ち下さい） 

            

京王観光（株）東京中央支店 

〒１６０－００２２ 東京都新宿区新宿２-3-10新宿御苑ビル２Ｆ 
ＴＥＬ ０３－５３１２－６５４０ 
ＦＡＸ ０３－５３７９－０７４０ 
Ｅ－ｍａｉｌ：yu.kikuchi@keio-kanko.co.jp 

     営業日  月曜日～金曜日（定休日 土、日祝日） 
     営業時間 ０９：００～１８：００            

担当 菊池 勇希 
 ★申し込み最終締切日     平成２９年 １月 ２７日（金）必着 

 

先着順に受付いたしますので締切り間際になりますとご希望に添えない場合もありますので 

なるべくお早目にお申し込み下さい。 

申込書の届いた時点で一度お取りできるか回答させていただきます。 

最終回答は 2月20日以降に予約確認書にてご案内します。 

 

⑥ ≪お申し込み後の宿泊人員変更、取消料について≫ 
   宿泊の変更、取消しについては、時期により下記の取消料を申し受けます。 

（なお土、日祝日は、受付いたしません） 

   変更については、ＦＡＸにてお願いします 

  取消料（取消しお申し出日） 取消料 

宿泊日の１１日前以前    無料 

宿泊日の１０日前～６日前 ２０ ％ 

宿泊日の５日前～２日前 ３０ ％ 

宿泊日当日 ５０ ％ 

無連絡不参加 １００％ 

  ※JR・飛行機に関しては各種交通機関のキャンセル料に基づく取消料をいただきます。 

 
⑦ ≪お支払いについて≫ 

   お支払いについては、予約確認書と同時に請求書を同封致します。 

２月２４日（金）１５：００までにお振込み下さい。 

      なお、返金については、大会終了後取消手数料を差し引いてご指定の口座に返金いたします。 

   

皆様のお申し込みをお待ちしております。 



ＦＡＸ ０３－５３７９－０７４０ 京王観光㈱　東京中央支店　菊池宛

ＴＥＬ 03-5312-6540

申込者
申込者
ＴＥＬ

申込者
ＦＡＸ

10(金) 11(土) 12(日) 日にち 交通機関 発地 着地 着時間 日にち 交通機関 発地 着地 発時間

例 男・女 61 ○ ○ Ａ－1 Ａ－1 × 3/10 新幹線 新大阪 新横浜
新大阪10
時発希望 3/12 新幹線 新横浜 新大阪

新横浜15
時発希望 06-××××-××××

1 男・女

2 男・女

3 男・女

4 男・女

5 男・女

― ―
名 名 名 名 名

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他ご希望がありましたらご記入下さい

※ 研究会、懇親会に参加を希望される方は、「例」を参考に氏名、性別、年齢等をご記入下さい。
※ 宿泊の手配を希望される方は、宿泊希望日にご案内書の記号をご記入下さい。

※ 交通希望の場合、お日にちと希望交通機関（新幹線・飛行機など)、発地と着地、希望着時間をご記入下さい。
便名等が不明な場合はご希望の時間をご記入下さい。追ってご連絡させていただきます。

※ 頂いた個人情報は宿泊、交通の手配のみに使用いたします。

※ ＦＡＸにてご回答させていただきます。土日祝日を除き３営業日を過ぎても返信のない場合はご連絡願います。

※ 申込み後の変更は、ＦＡＸのみで受け付けます。お電話では対応できかねますのでご了承下さい。

※ 申込書単位ごとに請求書を発行します。

電話番号

NO．

交通

ホテル

京王観光　記入欄

交通②交通①

その他お伝え事が
あればご記入下さい

氏　　　名
懇親会研究会

宿泊希望

流　派　名

請求書・送付物
送付先ご住所

〒

小　　　計

第６５回　日本泳法研究会　研究会・懇親会・宿泊・交通　申込書

ケイオウ　　 タロウ

京　王　　太　郎

所属団体名

フリガナ

性別 年齢


