
ウーマンズ・アクア・フェスティバル２０１７ 

＜宿泊・交通・お弁当のご案内＞ 
 
大会期間：平成２９年９月２３日（土）・２４日（日） 

 
大会会場：横浜国際プール（神奈川県 横浜市） 

                                           

 

   

平素は,当社に格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。 

さて平成２９年９月２３日～２４日に神奈川県・横浜国際プールにおきまして『ウーマンズ・アクア・ 

 フェスティバル２０１７』が開催されますことを心よりお慶び申しあげます。  

弊社では、ご参加の皆様に快適にお過ごしいただけるようお手伝いさせていただき、ベストの状態で大会に臨ん

で頂けるよう万全の体制で努めさせて頂く所存でございますのでよろしくお願い申し上げます。 

大会が、大盛況且つ成功裡に行なわれ、選手のみなさんの日ごろの練習の成果が遺憾なく発揮されますことを 

 心よりお祈り申し上げます。 

 

                                京王観光株式会社京王観光株式会社京王観光株式会社京王観光株式会社    東京中央東京中央東京中央東京中央支店支店支店支店    
                                          

   弊社では、下記の項目について誠心誠意お手伝いさせて頂きます。 

① 大会宿泊施設について 

② 各地より横浜までの交通手配について 

③ 大会における昼食（お弁当）について 

       

 

このご案内書は、ご案内ホテルの料金・部屋タイプ・プールまでのアクセス、横浜までの交通手配、お弁当につい

て明記しております。先着順に申し込みを受け付けておりますので、申し込み期限間際はご希望どおりにお取りでき

ない場合もございます。なるべくお早目にお申し込みいただけますようご案内申し上げます。 

なお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。よろしくお願い申し上げます。 

 

 

   

京王観光株式会社東京中央支店（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        
                                    ＴＥＬ０３－５３１２－６５４０ 
                                    ＦＡＸ０３－５３７９－０７４０ 
                                                  担当 鳴嶋、佐藤 
                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１） 宿泊のご案内 
≪宿泊期間≫≪宿泊期間≫≪宿泊期間≫≪宿泊期間≫    平成２９平成２９平成２９平成２９年９年９年９年９月２月２月２月２２２２２日（日（日（日（金金金金））））、、、、９月２９月２９月２９月２３３３３日（日（日（日（土土土土））））２２２２泊泊泊泊    

ホテル名 記号･部屋ﾀｲﾌﾟ･広さ･ﾍﾞｯﾄﾞ幅 １泊食事なし(税込) １泊朝食付き(税込)  

新横浜 
プリンスホテル 

１Ｓ シングル  17㎡、110㎝ ＠９，５００円 

（＠１３，０００円） 

＠１１，５００円 

（＠１５，０００円）

１Ｔ ツイン    17～21㎡、97㎝ ＠６，７００円 

（＠９，７００円） 

＠８，７００円 

（＠１１，７００円）

【アクセス】 

新横浜駅より徒歩３分 

＜食事条件＞  

朝食：和洋バイキング 

＊ 上層階からの夜景が美しい都市型高層ホテル。 

＊ カッコ内は9/23の料金です。 

＊ 朝食は６：３０～ 

新横浜 

フジビューホテル 

２Ｓシングル  14㎡、110㎝ 設定なし ＠８，８００円 

（＠１１，８００円）

２Ｔ ツイン  17㎡、110㎝ 設定なし ＠７，８００円 

（＠１０，８００円）

【アクセス】 

新横浜駅より徒歩３分 

＜食事条件＞  

朝食：和洋バイキング 

＊ 天然温泉スパが人気のホテル。スパ入浴券付き。スパ入浴券付き。スパ入浴券付き。スパ入浴券付き。 

＊ カッコ内は9/23の料金です。 

＊ 朝食は６：３０～ 

コートホテル新横浜 

 

３Ｓ シングル  15㎡、120㎝ 

 

＠９，５００円 

（＠１４，５００円） 

＠１０，５００円 

（＠１５，５００円）

３Ｔ ツイン    20㎡、120㎝ ＠８，０００円 

（＠１１，５００円） 

＠９，０００円 

（＠１３，５００円）

【アクセス】 

新横浜駅より徒歩５分 

＜食事条件＞  

朝食：和洋バイキング 

＊ 格式の高さと心地よさを備えたホテル。 

＊ 英国王国御用達のベッドを全室に導入。 

＊ カッコ内は9/23の料金です。 

＊ 朝食は６：３０～ 

ホテル梶ヶ谷プラザ 
 

４Ｓ シングル  16㎡、120㎝ ＠ ７，７００円 ＠ ８，５００円 

【アクセス】 

東急田園都市線梶ヶ谷駅より 

徒歩８分 

＜食事条件＞  

朝食 和洋バイキング 

＊ プールまで車で約１５分と至極便利。駐車場無料 

＊ 東急田園都市線と路線バスで北山田駅前まで約２０分。 

＊ 大浴場が人気です。 

 
 
２）≪プールまでのアクセスについて≫ 

 大会が開催される“横浜国際プール”は、「新横浜駅」より横浜市営地下鉄ブルーラインで、５駅１０分 

「センター北駅」でグリーンラインに乗り換え、１駅２分の「北山田駅」下車。地上に出た後、長い階段を 

約１００段上がるとプール入口です（所要約８分） 

 
 
３）≪横浜市内までの交通機関について≫ 
   新横浜までの新幹線や、羽田空港までの航空券もすべて予約・発券できます。 

   ※変更、取り消しに関する手数料は、各運輸機関の営業規則によります。 



 
４）≪弁当について≫ 

   ご参加の皆さまの健康を考えたＷＳＦ特製弁当をご用意いたしております。ご希望の方は別紙申込書に

必要事項をご記入ください。料金：１食料金：１食料金：１食料金：１食    ＠１，＠１，＠１，＠１，１１１１００００００００円円円円税込税込税込税込（（（（お茶付お茶付お茶付お茶付き・税込き・税込き・税込き・税込））））         

            お弁当のみのお申し込みも承ります。 

 
 
５）≪お申し込み方法とご回答について≫ 

   別紙申込用紙に必要事項をご記入の上 京王観光（株）京王観光（株）京王観光（株）京王観光（株）東京中央東京中央東京中央東京中央支店まで支店まで支店まで支店までメールまたはメールまたはメールまたはメールまたはＦＡＸにてＦＡＸにてＦＡＸにてＦＡＸにて 

   お申し込み下さい。 

 

             

京王観光株式会社東京中央支店 

 

   〒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：＊Ｅ－ｍａｉｌ：＊Ｅ－ｍａｉｌ：＊Ｅ－ｍａｉｌ：yyyy．．．．narushimanarushimanarushimanarushima@@@@ｋｅｉｏ－ｋａｎｋｏ．ｃｏ．ｊｐｋｅｉｏ－ｋａｎｋｏ．ｃｏ．ｊｐｋｅｉｏ－ｋａｎｋｏ．ｃｏ．ｊｐｋｅｉｏ－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  鳴嶋、佐藤 
   申し込み最終締切日申し込み最終締切日申し込み最終締切日申し込み最終締切日                    平成２平成２平成２平成２９９９９年８年８年８年８月月月月２２２２５５５５日日日日（（（（金金金金）必着）必着）必着）必着 

 

先着順に受付いたしますので締め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。またホテルによって宿泊可能人員が異なりますのでまたホテルによって宿泊可能人員が異なりますのでまたホテルによって宿泊可能人員が異なりますのでまたホテルによって宿泊可能人員が異なりますので,なるべくなるべくなるべくなるべく第２希望、第２希望、第２希望、第２希望、

第３希望もご記入下さい第３希望もご記入下さい第３希望もご記入下さい第３希望もご記入下さいますようお願いします。ますようお願いします。ますようお願いします。ますようお願いします。お申込書の届いた時点で一度お取りできるか回答させ

ていただきますが、最終的には最終的には最終的には最終的には８８８８月月月月２２２２８８８８日日日日(月月月月)以降以降以降以降に予約確認書にてご案内します。に予約確認書にてご案内します。に予約確認書にてご案内します。に予約確認書にてご案内します。 

なおホテルによって混雑しているため調整が必要の場合は、少々お時間を頂く場合があります。 

また、早目のお申し込みでご人数が未定の場合、予想される最大の人数でお申し込みいただいても

かまいません。人数が確定次第速やかに変更をご連絡ください。 

 

 

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、９９９９月月月月１１１１４４４４日（日（日（日（木木木木））））までにご連絡下さい。それ以降の取消しについては、

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、なるべく

ＦＡＸにてお願いします。 

 

        取消料（取取消料（取取消料（取取消料（取消しお申し出日）消しお申し出日）消しお申し出日）消しお申し出日） 取消取消取消取消料料料料 

９９９９月月月月１４１４１４１４日（日（日（日（木木木木）まで）まで）まで）まで          無料無料無料無料 

９月１５９月１５９月１５９月１５日（日（日（日（金金金金）～）～）～）～９９９９月月月月２０２０２０２０日（日（日（日（水水水水）））） ３３３３００００ ％％％％ 

９月９月９月９月２１２１２１２１日日日日（木（木（木（木））））以降以降以降以降 ５０５０５０５０ ％％％％ 

無連絡不参加無連絡不参加無連絡不参加無連絡不参加 １００％１００％１００％１００％ 

 
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ので大会開始日までにお振込み下さい。 

   お振込先 三菱東京ＵＦＪ銀行 振込第一支店 当座口座 ９５３００００ 口座名 京王観光（株） 

     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。 

 

大会での皆様のご健闘をお祈りいたします。 



                         ＦＡＸ：０３ＦＡＸ：０３ＦＡＸ：０３ＦＡＸ：０３－－－－５３７９５３７９５３７９５３７９－－－－０７４００７４００７４００７４０：：：：        ＷＡＦ係ＷＡＦ係ＷＡＦ係ＷＡＦ係    宛宛宛宛    

    

ウーマンズ・アクア・フェスティバル２０１７ウーマンズ・アクア・フェスティバル２０１７ウーマンズ・アクア・フェスティバル２０１７ウーマンズ・アクア・フェスティバル２０１７    
申申申申                込込込込                書書書書    

                                                                                                                                                                                                                            平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年                月月月月                日日日日    

    

１）宿泊１）宿泊１）宿泊１）宿泊        ★★★★ご希望ご希望ご希望ご希望ﾀｲﾀｲﾀｲﾀｲﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚でご用意出来ない場合もございますのででご用意出来ない場合もございますのででご用意出来ない場合もございますのででご用意出来ない場合もございますので､､､､((((ﾀｲﾀｲﾀｲﾀｲﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚記号記号記号記号))))御記入下さい御記入下さい御記入下さい御記入下さい｡｡｡｡    

№№№№    氏氏氏氏    名名名名    フリガナフリガナフリガナフリガナ    性別性別性別性別    年齢年齢年齢年齢    9/229/229/229/22    9/239/239/239/23    ツイン組合せ等ツイン組合せ等ツイン組合せ等ツイン組合せ等    

例例例例    京王京王京王京王    花子花子花子花子    ケイオウケイオウケイオウケイオウ    ハナコハナコハナコハナコ    女女女女    60606060    １Ｔ１Ｔ１Ｔ１Ｔ    １Ｔ１Ｔ１Ｔ１Ｔ    京王京王京王京王    綾子と同室綾子と同室綾子と同室綾子と同室    

１１１１                                

２２２２                                

３３３３                                

４４４４                                

５５５５                                

２）交通２）交通２）交通２）交通            

日日日日    付付付付        ＪＲ・飛行機ＪＲ・飛行機ＪＲ・飛行機ＪＲ・飛行機    区区区区    間間間間    発駅時間発駅時間発駅時間発駅時間    着駅時間着駅時間着駅時間着駅時間    列車名・便名列車名・便名列車名・便名列車名・便名    人数人数人数人数    備考備考備考備考    

例例例例:9:9:9:9////22222222        ＪＲＪＲＪＲＪＲ    新大阪新大阪新大阪新大阪～～～～新横浜新横浜新横浜新横浜    11111:501:501:501:50    14:0414:0414:0414:04    のぞみのぞみのぞみのぞみ224224224224号号号号        ２名２名２名２名    禁煙禁煙禁煙禁煙    

    ////        ～～～～                            名名名名        

    ////        ～～～～                            名名名名        

    ////        ～～～～                            名名名名        

    ////        ～～～～                            名名名名        

３）弁当３）弁当３）弁当３）弁当    ★日替★日替★日替★日替りりりり････お茶付きお茶付きお茶付きお茶付き    

        日日日日    付付付付        ２３２３２３２３日日日日    ２４２４２４２４日日日日    日日日日    延延延延べべべべ個数個数個数個数        

        個個個個    数数数数                    個個個個                    個個個個                        個個個個    個個個個    

    

チームチームチームチーム名名名名        

住住住住        所所所所    
〒〒〒〒            －－－－    

                                                                                                                                            会社・自宅会社・自宅会社・自宅会社・自宅    

    
代表者名代表者名代表者名代表者名                                                                                                                                                                                                        選手・コーチ選手・コーチ選手・コーチ選手・コーチ    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    （（（（                            ））））                        －－－－    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    （（（（                            ））））                            －－－－    

    ************お問合せお問合せお問合せお問合せ***(***(***(***(何かあればお書き下さい何かあればお書き下さい何かあればお書き下さい何かあればお書き下さい｡｡｡｡))))    

    

                                                                                                                                                                

                                                                    

 ※住所・電話番号までご記入下さい。※住所・電話番号までご記入下さい。※住所・電話番号までご記入下さい。※住所・電話番号までご記入下さい。                ※※※※用紙が足りない場合はコピーしてご利用ください。用紙が足りない場合はコピーしてご利用ください。用紙が足りない場合はコピーしてご利用ください。用紙が足りない場合はコピーしてご利用ください。    

個人情報の取扱いについて  

当社は、申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか,お申込いただいた旅行における運送・宿泊機関等が

提供するサービスの手配・受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 


