
 

 

 

 

●宿泊のご案内※募集型企画旅行契約にて承ります。 

・宿泊を希望する方は、申込書に希望ホテル（第４希望まで記入）・申込人数を記入してください。 

・宿泊は先着順です。満室の場合は、他の施設をご紹介いたしますので、あらかじめご了承ください。 

・会場周辺②（１泊２食）は、和室（２名～３名１室）と一部洋室（シングル／ツイン）の対応となります。 

 （お部屋割りは当該旅館組合のコロナ対策ガイドラインに沿って対応させていただきます。） 

・ホテルのお部屋（1泊朝食）は、シングル・ツインの対応となります。 

数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。 

・コロナウイルスの感染予防対策として、一部のホテルは、お弁当で朝食提供する場合がございます。 

・GO-TOトラベル・・・再開により対象期間に入る場合は、申込者様へ該当のご案内をさせていただきます。 
 

１ 宿泊期間及び旅行日程 2022 年 2月１０日（木）１１日（金）１２日（土） 

 

（※夕食付きの施設は【会場周辺②】が該当いたします。） 
２ 水戸駅～大会会場周辺地区（ホテル） 

 
３ 水戸駅周辺ホテル 
※水戸駅へのアクセス 

 水戸駅：東京駅より常磐線 特急ひたち/ときわで約 80～90分。乗車券・指定券お 1人様 3,820円 

 高速バス：東京駅八重洲南口より高速バス：水戸駅(１２０分） 乗車運賃 お 1 人様片道 2,120円 

※ホテルのご宿泊は、シングル/ツイン・ダブルの希望は承りますが、ご希望に沿えない場合もございます。 

※ホテル保有の駐車場には限りがございますので【申込書の来県時の交通手段調査】は必ず【ご記入】願います。 

※宿泊希望は、【記号】にて第４希望までご記入ください。ご希望に沿えるよう調整いたしますが、予約状況に 

より、記載ホテル以外の配宿になる場合もございます。あらかじめご了承ください。 

 ※灰皿が常備されているお部屋になる場合がございますが、宿泊当日は撤去・消臭致しますのでご了承ください。 

日程 行        程 食 事 

1 自宅または前泊地 ＝（各自）＝受付・練習＝ 水戸駅・会場周辺・水戸市内（泊） × × ※×／○ 

2 宿泊施設 ＝（各自）＝大会会場＝（各自）＝  水戸駅・会場周辺・水戸市内（泊） 朝 × ※×／○ 

3 宿泊施設 ＝（各自）＝大会会場＝（各自）＝ 水戸駅・会場周辺・水戸市内（泊） 朝 × × 

 ４ 宿泊施設 ＝（各自）＝大会会場・閉会式＝（各自）＝ 自宅    

宿泊施設名 場所（アクセス） 大会会場まで 朝食時間 お部屋タイプ 
選択記号 

宿泊料金（税金・サービス料込） 

【水戸駅南口地区】      

プレジデントホテル水戸 ＪＲ水戸駅より徒歩 5 分 水戸駅より路線バス 20 分 6:30 シングル・ツイン 選択記号：Ａ-1   9,800 円（1 泊朝食付） 

コートホテル水戸 ＪＲ水戸駅より徒歩 6 分 水戸駅より路線バス 20 分 6:30 シングル・ツイン 選択記号：Ａ-2   7,900 円（1 泊朝食付） 

ホテルレイクビュー水戸 ＪＲ水戸駅より徒歩３分 水戸駅より路線バス 20 分 6:30 シングル・ツイン 選択記号：Ａ-3   9,800 円（1 泊朝食付） 

ダイワロイネットホテル水戸 ＪＲ水戸駅より徒歩 1 分 水戸駅より路線バス 20 分 6:30 シングル・ツイン 選択記号：Ａ-4  12,000 円（1 泊朝食付） 

【水戸駅北口地区】      

JR 東日本ホテルメッツ水戸 ＪＲ水戸駅より徒歩 1 分 水戸駅より路線バス 20 分 6:30 シングル・ツイン 選択記号：B-1  13,000 円（1 泊朝食付） 

みまつホテル ＪＲ水戸駅より徒歩 4 分 水戸駅より路線バス 20 分 6:30 シングル・ツイン 選択記号：B-2    8,300 円（1 泊朝食付） 

京成ホテル ＪＲ水戸駅より徒歩 4 分 水戸駅より路線バス 20 分 6:30 シングル・ツイン 選択記号：B-3    9,800 円（1 泊朝食付） 

【会場周辺】①      

スーパーホテル水戸 ＪＲ水戸駅より路線バス 10 分 ホテルより徒歩 10 分 6:30 シングル・ツイン 選択記号：C-2    9,000 円（1 泊朝食付） 

ホテル・ザ・ウエストヒルズ水戸 ＪＲ水戸駅より路線バス 10 分 ホテルより徒歩 10 分 6:30 シングル・ツイン 選択記号：C-3   11,000 円（1 泊朝食付） 

【会場周辺】②(1 泊 2 食付)      

ホテルいずみ屋 ＪＲ水戸駅より路線バス 15 分 ホテルより徒歩 10 分 6:30 シングル・ツイン・和室 選択記号：D-1   9,000 円（1 泊 2 食付） 

ホテルニュー清香 ＪＲ水戸駅より路線バス 20 分 ホテルより徒歩 5 分 6:30 シングル・ツイン・和室 選択記号：D-2   9,000 円（1 泊 2 食付） 

【水戸市内】      

ホテルルートイン水戸県庁前 ＪＲ水戸駅より車で 15 分 ホテルより車で 20 分 6:30 シングル・ツイン 選択記号：E-1    8,500 円（1 泊朝食付） 

水戸プラザホテル ＪＲ水戸駅より車で 15 分 ホテルより車で 20 分 6:30 シングル・ツイン 選択記号：E-2   20,000 円（1 泊朝食付） 

第４回全日本ラージボール卓球選手権大会 
宿泊・お弁当のご案内  



●昼食（お弁当）のご案内 ※募集型企画旅行契約にて承ります。 

大会期間中の昼食（お弁当・お茶付）を事前のご注文によりご準備いたします。 

引換え時間は 11:００～13:30です。当日の試合会場にお弁当をご用意いたします。 

当日販売は致しません。近隣に大型飲食店がございませんので、あらかじめ予約されることをおすすめします。 

 

１個 ９00 円 税金込（お茶付）〔受渡方法：大会会場内 弊社デスク〕 

※おかずが多彩に盛り付けられた日替りボリューム弁当です。 

●お申込み方法 

別紙「宿泊・お弁当予約申込書」と「宿泊者名簿（お弁当のみの申込は不要）」に必要事項をご記入の上、 

名鉄観光サービス㈱水戸支店宛にＦＡＸまたはメールにてお申し込みください。 

●お申し込み締め切り 

2021年 12月 20日（月） 

●取消料 

変更・取消は、お早めにご連絡ください。お申し込み後、お客様の都合により取消になる場合は、下記の取消料 

がかかりますのでご了承ください。 

(1)取消・変更方法・・・申込書に変更内容を記載してＦＡＸあるいはメールにてお送りください。 

お弁当代 該当日から起算して２日前まで 該当日から起算して前日・当日 

取消料 無料 １００％ 

宿泊代 該当日から起算して 15 日前まで 14 日前～7 日前まで ２日前まで 前日 当日以降 

取消料 無料 20% 30％ 50％ 100％ 

弊社の休業日及び営業時間外の場合は、次の日の営業日のお取消としての扱いになりますのでご注意ください。 

ご返金は、大会終了後に清算させていただきます。変更 FAX／メールが届いた時点で変更予約をさせていただ 

きますが、返金には事務整理上多少日数がかかりますのでご了承ください。 

●お支払い方法 

 代表者様あてに、12月 27 日（月）迄に請求書を郵送致しますので 1 月 11 日（火）迄にお振込みをお願い 

致します。なお、振込み手数料は、お客様のご負担にてお願いいたします。 

●個人情報の取扱について 

宿泊・弁当申込に際して提出いただいた個人情報につきましては、本大会事務局に提出させていただくほかに、 

お客様との連絡や宿泊・運送機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただき 

ます。当社の個人情報の取り扱いに関する方針についてはホームページでご確認ください。 

（http://www.mwt.co.jp/index.shtml） 

●お問い合わせ先 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第５５号 日本旅行業協会 ボンド保証会員 

名鉄観光サービス㈱水戸支店 担当：近藤・一澤 

〒310-0026 茨城県水戸市泉町 2-2-33 

ＴＥＬ029-221-4528 ＦＡＸ029-221-4510 

営業時間 月～金（9:30～12:00/13:00～17:30）土日祝休み 

アドレス ：mito@mwt.co.jp                     承認番号：2021-30398 

mailto:mito@mwt.co.jp

