
この度、静岡県にて開催されます「第68回（2017年度）日本実業団水泳競技大会」へのご参加を心より歓迎申し上げます。
大会にご参加される皆様方のご宿泊およびお弁当につきまして、株式会社日本旅行静岡支店にて担当させていただきます。
下記の要項をご覧いただき、お早めに申し込み下さいますようご案内申し上げます。

①宿泊のご案内
・ 宿泊設定日　：　８月４日（金）、５日（土）
・ 宿泊代金は１泊朝食付き（税・サービス料込、お一人様あたり）となります。
　※２食付きの設定はございません。（１泊朝食付きのみのご案内となります）

　※朝食欠食の場合でもご返金はございません。

　※大会会場までの送迎は付いておりませんので、各自でご手配をお願い申し上げます。

・ 宿泊施設については別表をご参照ください。
（宿泊施設はお申込みいただいた方から順次ご案内させていただきます）

◆ 開催期間は、周辺でのイベントも多く宿泊施設は混雑しております。是非弊社のご案内をご利用下さい。

②お弁当のご案内
・ 設定日　：８月５日（土）、８月６日（日）
・ 弁当代　：１個９５０円（税込、お茶付き）
◆ 大会会場周辺には飲食施設が少なく、お弁当の購入場所もございません。
また、当日販売はございませんので、ご了承願います。
　※当日は会場内のツアーデスクにて10：30～お渡しを致します。

　※お弁当のゴミはツアーデスクにて回収を致しますので、ご協力をお願い致します。

（弁当の手配は旅行契約ではございません。手配先とのとりきめにより、宿泊とは取消料は異なります）

③申込方法

・ 別紙申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ：054-254-8374　または郵送にてお申込みください。
・ 電話によるお申込みは誤手配等のトラブルの原因になりますので、ご遠慮願います。
取消および変更、追加についても、恐れ入りますが、必ず書面にてＦＡＸでご連絡をお願い致します。

お申込み締切日：　平成29年 6月30日（金）　必着
（富士地区で他の大会も予定されており、以降の受付は対応致しかねますのでご了承願います）

④宿泊施設のご案内および精算方法
◆ お申込み受付後、宿泊施設のご案内を弊社から、ＦＡＸ（または郵送）にて回答させていただきます。
◆ 請求書、宿泊確認証等関係書類は、７月１０日（月）頃に郵送にてお送り致します。
◆ 書類等が届きましたら、内容をご確認の上、下記指定口座へお振込みをお願い致します。
【振込先】

みずほ銀行　十五号支店
３１０１０８２
㈱日本旅行
平成29年7月25日（火）まで

（振込手数料は恐れ入りますがお客様にてご負担いただきますようお願い申し上げます）

◆ 領収証発行をご希望されるお客様は、同封致します「発行依頼書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて送付願います。

⑤変更および取消し
◆ 変更および取消しについては、必ず書面にて弊社宛てにご連絡下さい。
書面は申込書または宿泊回答書に、内容をご記載の上、お送り下さい。
（電話での対応は致しかねますので、ご了承願います）

◆ 変更後の回答は、お申し出いただいた時期により、お電話にて対応させていただく場合がございます。
◆ 申し出日により、下記取消料を申し受けます。
◆ 変更及び取消に生じた差額は、大会終了後に振込みにてご指定の口座へご返金致します。
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銀行名：
口座番号：
口座名：

払込期日：



⑥取消料について
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

※お弁当は手配旅行契約となります

※変更および取消のご連絡は、弊社の営業日・営業時間内に受領した日をを基準とします。

●お申込み・お問い合わせ先

〒４２０－０８５７
　　静岡市葵区御幸町６　　静岡セントラルビル９階

担当： 鈴木・須之内・植野

ＴＥＬ： ０５４－２５４－８３７５ ＦＡＸ： ０５４－２５４－８３７４

１０：００～１８：００（土日祝日は休み）
（営業時間外に受信したものについては、翌営業日扱いになりますのでご了承願います）

利用日を含めて３日前まで ３日目～前日にあたる日 当日

宿泊取消料（お一人様） 40%

契約解除の日 前日

無料 20% 30%

当日

50%

期間

弁当取消料（お一人様）

21日前まで 20～8日前 7～2日前

無料 100円（前日の正午まで、以降100％） 100%

不泊

100%

第68回　日本実業団水泳競技大会係

営業時間： 月～金

　静岡支店







区分 申込記号 部屋タイプ 宿泊代金 施設名 会場までの所要時間

シングル 9,000円 ココチホテル沼津（沼津） 車で約35分（高速利用）

シングル 9,000円 スーパーホテル富士インター（富士） 車で約15分

シングル 9,000円 富士パークホテル（富士） 車で約10分

シングル 9,000円 くれたけイン富士山（富士） 車で約15分

シングル 8,500円 富嶽温泉花の湯（富士宮） 車で約20分

シングル 8,500円 スーパーホテル天然温泉富士本館（富士） 車で約20分

シングル 8,500円 スーパーホテル富士宮（富士宮） 車で約20分

シングル 8,500円 ホテルルートイン長泉沼津インター第１（沼津） 車で約25分（高速利用）

シングル 8,500円 ホテルアルファーワン三島 車で約35分（高速利用）

シングル 8,500円 清水グランドホテル（旧サンルート清水）（清水） 車で約35分（高速利用）

シングル 8,000円 ビジネスホテル光年（富士） 車で約20分

シングル 8,000円 ホテルNISHI　in 富士山（富士） 車で約15分

シングル 8,000円 ホテルにしむら　in 富士山（富士） 車で約15分

シングル 8,000円 富士宮富士急ホテル（富士宮） 車で約20分

シングル 8,000円 富士宮グリーンホテル（富士宮） 車で約20分

シングル 8,000円 ホテルルートイン清水インター（清水） 車で約30分（高速利用）

シングル 8,000円 駿河健康ランド（清水） 車で約40分

シングル 8,000円 BAY HOTEL 入船館（清水） 車で約35分（高速利用）

シングル 8,000円 清水シティホテル（清水） 車で約35分（高速利用）

シングル 7,500円 富士ステーションホテル（富士） 車で約20分

シングル 7,500円 時之栖沼津インターグランドホテル（沼津） 車で約30分（高速利用）

シングル 7,500円 ホテル東横イン富士山三島駅（三島） 車で約35分（高速利用）

ツイン 9,500円 アパホテル富士中央 車で約15分

ツイン 9,500円 ホテルルートイン長泉沼津インター第２（沼津） 車で約25分（高速利用）

Ａ２－２ ツイン・トリプル・和室 9,000円 富士パークホテル（富士） 車で約10分

ツイン 8,500円 ココチホテル沼津（沼津） 車で約35分（高速利用）

ツイン 8,500円 ホテルルートイン長泉沼津インター第１（沼津） 車で約25分（高速利用）

ツイン 8,000円 ホテルルートイン清水インター（清水） 車で約30分（高速利用）

ツイン 8,000円 スーパーホテル天然温泉富士本館（富士） 車で約20分

ツイン 8,000円 スーパーホテル富士インター（富士） 車で約15分

ツイン 8,000円 清水グランドホテル（旧サンルート清水）（清水） 車で約35分（高速利用）

ツイン 7,000円 富士宮富士急ホテル（富士宮） 車で約20分

ツイン 7,000円 ビジネスホテル光年（富士） 車で約20分

ツイン 7,000円 くれたけイン富士山（富士） 車で約15分

ツイン 7,000円 時之栖沼津インターグランドホテル（沼津） 車で約30分（高速利用）

ツイン 6,500円 富士ステーションホテル（富士） 車で約20分

ツイン 6,500円 スーパーホテルＪＲ富士駅前禁煙館（富士） 車で約20分

ツイン 6,000円 ホテル東横イン富士山三島駅（三島） 車で約35分（高速利用）

和室（2名1室） 6,000円 ふるいや旅館 車で約20分

和室（2～3名1室） 7,500円 ホテルおかむら 車で約25分

和室（2～3名1室） 7,500円 ふじみ旅館（富士） 車で約15分

・上記は、１泊朝食付き諸税込みのお一人様１泊あたりの宿泊代金となります。

・宿泊の取扱いは株式会社日本旅行静岡支店が旅行企画、実施する募集型企画旅行です。（最小催行人員１名、添乗員は同行致し

　ません）

・各ホテルの確保数には限りがございます。ご希望ランクでお取りできない場合、他ランクでご案内させていただく場合がございます。

・詳しくは旅行条件書をご確認下さい。
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