
《申込方法》

            

　

※学生のみで使用する場合も、教職員を申込責任者としてください。（責任者がいない場合は、使用を認められません。）

◆利用料金(１名１泊あたり４,０００円)は、チェックアウトの際に、全員分をまとめて宿舎のフロントでお支払いください。
◆不注意で備品・器物損壊した場合は実費を負担していただきます。
◆キャンセル発生の際は、所定用紙に記入の上、速やかに名鉄観光立川支店にFAX (042-529-3715) にて
　お知らせください。
　※利用開始日の２日前からのキャンセルに対しては、キャンセル料金２,０００円（１名１泊あたり）が徴収されます。

◆手続書類提出後の７月１２日～宿泊前日までの参加者変更および人数の増減は、所定用紙に記入の上、名鉄観光立川支店に
   FAX(042-529-3715)にてお知らせください（※学生課への連絡は不要です）。
   申込時と異なる大幅な増員や宿泊当日の利用者変更等は、認められません｡
　
◆ホテルへのお問い合わせは極力控え、質問事項は名鉄観光（韮澤(にらさわ）氏・高橋氏）TEL(042-529-3711)、
　FAX(042-529-3715)またはemail :tachikawa@mwt.co.jp（営業時間　月～金：10:00～17:00)へご連絡ください。

参加者の変更

　夏 季 契 約 宿 舎   宿 泊 受 付 の ご 案 内　2014年度

夏季・春季は、ゼミやサークル等の合宿が多いため、大学が利用契約を結んだ民間のホテル等を割安料金で利用できるようにしています。
中央大学の学生として責任ある行動を心がけ、マナーを守って想い出深い合宿にしましょう。
                                                                                                                                                                        学生課042-674-3471

　　　  （こちらの施設は、直接裏面の連絡先へ
　　　　　連絡し、予約を入れてください。）

 　　☆裏面には、宿泊除外日(予定)が記載
　　　　されています。一部変更となる可能性
　　　　もありますので、5/29～6/12の申込用紙
　　　　受け取り時に、確認してください。
　
　　　☆中央大学の学生として責任ある行動を
　　　 　心がけ、ゴミの分別、喫煙マナーや食事
　　  　 マナー等を守りましょう。

利用料の支払

　　☆裏面には、中央大学が協力会員校
　 　  である、公益財団法人大学セミナー
　　   ハウスの情報も掲載されています。
     　こちらも併せて是非ご検討ください。

※１泊４,０００円の利用対象者は、学部学生・院生・引率教職員です。
　但し、科目等履修生・聴講生・選科生・研究生・法学部通信教育課程学生については、担当教員の引率のある団体に限り認めます。

夏季契約宿舎　開設期間 8/1～9/19 (9/20チェックアウト分まで）　宿泊施設および宿泊可能日程等詳細は、裏面をご参照ください。

６／１２までに申込 → ６／２６ 宿泊先発表 利用可能枠が更に広がりました！ぜひ、お申込みください。

①５月２９日～６月１２日まで   学生課にて申込書を配付します。 

  希望宿泊先の(1)利用日程(2)人数(3)会議室利用の有無等を第11希望まで記入していただきます。 

  抽選を行うための大切な申込書となりますので、できるだけ多くの欄に記入してください。 
 

②６月１２日 １７：００までに  学生課の受付ＢＯＸへ申込書を投函してください。 

   

③６月２６日 昼休に｢抽選で割り振られた結果」を９号館で発表し、当選団体には手続書類の配付 

    と説明を行います。ホテルの備品・施設等の詳細なお問合せ（要望等）は、関係者に直接質問できるこの会場でお寄せください。 
 

④当選した団体の手続書類提出は、７月８日～７月１１日 に学生課にて受付ます。 

2014年度の契約宿舎は 

11施設です！ 



　　　　　　施設ごとの除外日は、以下の表中を参照

宿 舎 名 ★華やぎの章　甲斐路（石和） 華やぎの章　慶山（石和） 石和びゅーほてる　(石和) ホテル花いさわ　(石和) ★舌切雀のお宿ホテル磯部ガーデン（群馬） ■公益財団法人大学セミナーハウス

〒406-0024 〒406-0031 〒406-0024 〒406-0021 〒379-0127 〒192-0372　　　　　　　　　

山梨県笛吹市石和町川中島1607-40 山梨県笛吹市石和町市部822 山梨県笛吹市石和町川中島1607             　　 山梨県笛吹市石和町松本1409 群馬県安中市磯部1-12-5 東京都八王子市下柚木1987-1

℡055-262-7373 ℡055-262-2161  ℡055-262-4425  ℡ 055-262-4166  ℡027-385-0085    ■協力会員校価格にて対応　℡042-676-8511

　 ☆空き状況や予約、料金等の問い合わせは、

8/1～4,9,12～15,22～24,30 8/1～21,23,24,27,28,30,31 8/1～9,15 8/1～16,19～21,23,30 8/2,9～16,23,30   以下の番号へ直接お電話ください。

9/6,13,17 9/4,6,7,11,13,14,17,19 9/6,13,14 9/5,6,13,14 （受付時間　9:00-17:00)

は宿泊できません。 は宿泊できません。 は宿泊できません。 は宿泊できません。 は宿泊できません。 ＴＥＬ:042-676-8511／ＩＰ電話:050-3533-1553

昼 食 代 1080円 864円 648円 648円 1080円 FAX：042-676-1220

電車／新宿→石和温泉駅 電車／新宿→石和温泉駅 電車／新宿→石和温泉駅   電車／新宿→石和温泉駅   電車／東京→高崎駅   電車／京王線北野駅→北口タクシー・バス乗り場 

         (特急で約1時間30分)          (特急で約1時間30分)          (特急で約1時間30分)          (特急で約1時間30分)          (上越・長野新幹線で約50分) 　　【南大沢駅行】【由木折返場行】・・・約10分

        無料送迎バス有  （約5分）         無料送迎バス有  （約2分）         無料送迎バス有    （約5分） 　　　高崎→磯部駅（普通列車で約18分） 　　　タクシーで約５分

        石和温泉駅から徒歩約7分         石和温泉駅から徒歩約20分  　　　石和温泉駅から徒歩約2～3分 　　　磯部駅から徒歩約5分 電車／京王線南大沢駅→駅前広場 

　　【北野駅行】【八王子駅南口行】・・・約20分

　　　タクシーで約１５分

電車／ＪＲ八王子駅→南口タクシー・バス乗り場 

　　【南大沢駅行】【由木折返場行】・・・約20分

　　　タクシーで約１０分

　 　 ※契約宿舎ではありません。

　　＊利用団体が複数の場合、 　　＊利用団体が複数の場合、 　　＊利用団体が複数の場合、 　　＊利用団体が複数の場合、 　　＊利用団体が複数の場合、 　契約宿舎の申込書に

　　　会議室が和式会場になる場合あり 　　　会議室が和式会場になる場合あり 　　　会議室が和式会場になる場合あり 　　　会議室が和式会場になる場合あり 　　　会議室が和式会場になる場合あり 　記載しないようご注意ください。

宿 舎 名 ホテル松島大観荘（宮城・松島） ★スパリゾートハワイアンズ（福島） ニュー・グリーンピア津南（新潟・津南） 湯沢ニューオータニホテル（越後湯沢） ホテルサンシャイン鬼怒川 (日光) 新宿ニューシティホテル（新宿）

〒981-0213 〒972-8555 〒949-8313 〒949-6101 〒321-2522 〒160-0023

宮城県宮城郡松島町松島字犬田10-76 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50 新潟県中魚沼郡津南町大字秋成12300 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢330 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1437-1 東京都新宿区西新宿4-31-1

℡022-354-2161 ℡0246-43-3191 ℡025-765-4611  ℡025-784-2191  ℡0288-77-2727 ℡03-3375-6511
　

8/1～24,29～31 8/1～25,30,31 8/1～3,9～24 8/2,3,9～22,24,28～30 8/2,9～17,23～25,30 8/1～11,16～23

除 外 日 9/5～7,12～15 9/6,7,13～15 9/10,11 9/6,8～10,13,14 9/19

は宿泊できません。 は宿泊できません。 は宿泊できません。 は宿泊できません。 は宿泊できません。 は宿泊できません。

昼 食 代 1080円 540円 / 1080円 864円 864円 756円 864円

電車／東京→仙台駅 電車／上野→湯本駅 電車／東京→越後湯沢駅 電車／東京→越後湯沢駅 電車／新宿→鬼怒川温泉駅（特急で約２時間） 地下鉄大江戸線都庁前駅から徒歩約4分

 　　  （東北新幹線で約2時間）  　　  （JR常磐線で約2時間05分）  　　  （上越新幹線で約１時間15分）  　　  （上越新幹線で約１時間１５分）  　　  浅草駅→鬼怒川温泉駅（特急で約2時間） ＪＲ新宿駅から徒歩約14分

　　　仙台→松島海岸駅 　　　湯本駅から無料送迎バス有  （約10分 ） 　　　越後湯沢駅から無料送迎バス有  （約1時間）          越後湯沢駅から徒歩約7分 　　　鬼怒川温泉駅から徒歩約10～12分 ＪＲ新宿駅西口から無料送迎バス約5分

　　　（普通列車で約30分） 　　　 　　　  　　　またはダイヤルバス（有料）

　　　松島海岸駅から無料送迎バス有  （約5分） バス／立川・東京・新宿・渋谷・さいたま・横浜 バス／蒲田駅発着（新宿・練馬経由）

高速バス／新宿→仙台駅（約5時間半） 　　　千葉等発着の 　　　ホテル直行バスあり（約5時間）

　　　仙台→松島海岸駅 　　　ホテル直行バスあり（約3～4時間） ※上記直行バスは人数などの状況により運休の場合あり

　　　（普通列車で約30分） ※上記直行バスは座席に限りがございます。 （詳細については、名鉄観光へ直接お問い合わせください）

　　　松島海岸駅から無料送迎バス有  （約5分） （詳細については、名鉄観光へ直接お問い合わせください）

　　＊利用団体が複数の場合、 　　＊利用団体が複数の場合、 　　＊利用団体が複数の場合、 　　＊利用団体が複数の場合、

　　　会議室が和式会場になる場合あり 　　　会議室が和式会場になる場合あり 　　　会議室が和式会場になる場合あり 　　　会議室が和式会場になる場合あり

　

夏 季 契 約 宿 舎    宿 泊 受 付 施 設 一 覧
1泊２食　4,000円（昼食別 消費税等込）※但し、新宿ニューシティホテルは１泊１食（朝食のみ）　　8/1～9/19（9/20 チェックアウト分まで）

住     所

交通経路・
会議室について

住     所

交通経路・
会議室について

＊今年度より新しい施設を3つ取り入れました。（★印）また、東北地区応援の一貫として、2012年度より宮城県の施設・今年度より福島県の施設を取り入れております。この機会に是非、ご利用ください。

＊除外日とは、該当の日に宿泊ができないということであり、チェックアウトの日程と重なる場合は問題ありません。

除 外 日
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