
　 <その１> 低料金で利用できます！

　 <その２> 人数が多くても相談ください！

2005年２月・３月 春季契約宿舎利用案内2005年２月・３月 春季契約宿舎利用案内2005年２月・３月 春季契約宿舎利用案内
学生部では、ゼミ合宿を始め、各種の合宿のために、「契約宿舎」を
紹介しています。学生課または理工学部学生生活課で利用受付けを行
います。受付開始は、12月８日（水）となります。（初日については、
ゼミ団体のみの受付け）

宿 舎 名 ホテル美富士園
（河口湖）

湯　本　楼
（伊豆・河津)

石和びゅーほてる
（石和）

ルネッサ赤沢＊コテージ
（伊豆高原）

所 在 地
〒401‒0303
 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川207

☎0555‒72‒1044

〒413‒0507
 静岡県賀茂郡河津町湯ケ野128‒10

☎0558‒35‒7024

〒406‒0024
 山梨県東八代郡石和町川中島1607

           ☎055‒262‒4425

〒413‒0233
 静岡県伊東市赤沢190‒5

☎0557‒54‒1670

期　　間

①２／１㈫ ～ ９㈬泊

②３／26㈯ ～ 30㈬泊

①２／３㈭ ～７㈪泊

②３／26㈯ ～30㈬泊
＊２/１～3/31の間で、上記以外を希望の団体
は学生課にご相談ください。

①２／１㈫ ～３／31㈭泊

　＊土曜日の宿泊を除く
　＊２／10・11・18，３／１・16・20・21泊
　　を除く
　＊３／25,27,28の宿泊については15名程度

①２／１㈫ ～３／31㈭泊

　＊土曜日の宿泊を除く
　＊２／11・20，３／20・21泊を除く
　＊教職員引率者のあるゼミ団体のみ申込可

収容人員 50名 20名 30名 30名

利用料金

１名１泊 3,200円
（消費税別）（入湯税1名 150円）
 ＜３食付 宿泊中の昼食あり、最終日の
　昼食なし＞

１名１泊 3,200円
（消費税別）（入湯税1名 130円）
 ＜３食付 宿泊中の昼食あり、最終日の
　昼食なし＞

１名１泊 3,200円
（消費税別）（入湯税1名 150円）
 ＜３食付 宿泊中の昼食あり、最終日の
　昼食なし＞

１名１泊 3,200円
（消費税別）（入湯税1名 150円）
 ＜３食付 宿泊中の昼食あり、最終日の
　昼食なし＞

交　　通

電車／新宿駅→河口湖駅（２時間30分）
バス／新宿ＢＴ→河口湖駅（約２時間）
河口湖駅から徒歩20分送迎バス有
　　　　　　　　　　　　　（約10分）

電車／特急踊り子号　新宿→河津
 （２時間30分）

又は伊豆急行 熱海→河津（１時間30分）
 河津駅よりバス15分「湯ヶ野」下車1分

電車／新宿駅→石和温泉駅

 （１時間 30 分）

 石和温泉駅から徒歩 20 分

　　　送迎バス有（約 5分）

電車／特急踊り子号 
　　　新宿→伊豆高原　　　 （２時間）
伊豆高原駅から送迎バス有　 （約７分）

利 用 資 格：本学の学生・教職員。但し、学生はグループ単位（４人以上）とします。　                      　
利 用 日 数：４泊５日を限度とします。
申込受付日 ：12 月８日（水）より。１日目はゼミのみ受付け、２日目以降は、ゼミ、サークル、その他の団体
　　　　　　　の受付けを開始します。
受 付 方 法：原則として先着順です。12月８日・９日に限り午前 10時までに窓口に来た人の中で受付順番
　　　　　　　を抽選で決めます。早朝から並ぶ必要はありません。
申込時の注意：＜重要＞①利用日程、②教職員の人数、③男子学生・女子学生の内訳、④大学院学生・ＯＢ等
　　　　　　　　　　　の人数についても確認しておいてください。
　　　　　　　　　　　第２希望の日程または宿舎についても、事前に検討しておいてください。
　　　　　　　　　　　利用券発行後の人数変更は、他の団体に迷惑がかかりますので、予約時には、人数を
　　　　　　　　　　　確定しておいてください。
手続き方法：申込日を含めて ､10 日以内に申し込み書類を提出してください ｡（２週間以内に手続きをしな
　　　　　　　い場合は ､予約はキャンセルとなります ｡）
　　　　　　　申し込み書類を提出時に利用券を発行します ｡なお ､書類を提出の際は ､利用料金は必要あり
　　　　　　　ません ｡
料金の支払い ：利用料金は、チェックアウトの際に支払ってください。
　　　　　　　 [ 例 ]　美富士園 １泊２日１名の料金
　　　　　　　　　　　　→＠ 3,200 円 × 1 泊 ＋消費税 160 円＋入湯税 150 円＝ 3,510 円
　　　　　　　　　　 美富士園 ２泊３日１名の料金 
　　　　　　　　　　　　→＠ 3,200 円 × 2 泊 ＋消費税 320 円＋入湯税 300 円＝ 7,020 円
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キャンセル：キャンセル発生の都度、学生課へ申し出てください。　　　 　
　　　　　　　利用券発行前……学生課又は理工学部学生生活課窓口に申し出てください。
　　　　　　　利用券発行後……２箇所へ連絡してください。①学生課又は理工学部学生生活課窓口（利用券
　　　　　　　　　　　　　　　を持参してください。）②利用する宿舎
　　　　　　　利用開始日の３日前までに連絡をしてください。３日前をすぎると ､キャンセル料金 2,000 円
　　　　　　　（１名１泊）が徴収されます。　【例】3/26 利用開始の場合、3/23 まで。
参加者の変更 ：名簿の記入が必要となりますので、速やかに学生課又は理工学部学生生活課窓口に申し出てく
　　　　　　　ださい。
チェックイン・アウト：原則としてチェックインは午後３時、チェックアウトは午前 10時です ｡（10時以降は宿泊室
　　　　　　　の荷物を所定の場所に移してください。）
そ　の　他 ：①宿舎内での生活は、すべてセルフサービスです。宿泊室の清掃、ゴミの処理などを各グルー
　　　　　　　　プで行ってください。
　　　　　　　②代表者は、常に人数を把握しておいてください。
　　　　　　　③洗面用具、タオル、寝間着等は各自持参してください。
　　　　　　　④【湯本楼・石和びゅーほてる・ルネッサ赤沢を利用の場合】宿舎利用後は、必ず、速やかに
　　　　　　　　所定の用紙にて利用実数をご報告ください。

学生課・理工学部学生生活課
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