
■主 催：公益社団法人日本テニス事業協会 総務委員会

■日 時：2022年9月27日(火)～28日(水)

■会 場：【宿泊＆テニスコート】
エクシブ山中湖

〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野562-12 TEL：0555-65-9000
http://reserve.resort.co.jp/hotels/xiv/yama/index.html

【ゴルフコース】
富士レイクサイドカントリー倶楽部
〒401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村字富士山 8545-6 TEL： 0555-86-3111

https://www.fujilakeside-cc.jp/

■対 象： 公益社団法人日本テニス事業協会 正会員／賛助会員

■参加条件：新型コロナウイルスのワクチン接種２回以上もしくは
３日前以降の陰性証明の提示

■参加費：①テニス＆ゴルフコース ￥25,000
（1泊２食＆１日目テニス／税サ込＋コンペ代込）
※2日目ゴルフプレー料金は別途、現地精算 ¥19,900＋昼食代金

②ゴルフコース ￥23,500（1泊２食／税サ込＋コンペ代込）
※2日目ゴルフプレー料金は別途、現地精算 ¥19,900＋昼食代金

③テニスコース ￥21,000（1泊２食・ １日目テニス／税サ込）

④情報交換会コース ￥19,500（1泊２食／税サ込）

＊夕食（中華）情報交換会は、マスク会食でお願いします。
＊２日目朝食は、和朝食膳です。
＊宿泊は全て１ルーム（スタンダードAタイプ）に１名での利用となります。
＊夕食後の二次会はございません。
＊２日目ゴルフプレー料金と昼食費は現地で各自精算となります。
＊ゴルフはキャディ付、３バッグは1,100円の追加料金（現地精算）となります。
＊新型コロナウイルス感染拡大状況により開催中止となる場合がございます。

■定 員：30名

■締 切：2022年9月19日（月）

JTIA（正会員／賛助会員）

テニス＆ゴルフ 情報交換会
2022年9月27日(火)～28日(水)



■ スケジュール ※スケジュールは都合により変更することがございますのであらかじめご了承ください。

■お申込方法
① 別紙の申込用紙に必要事項をご記入の上、公益社団法人日本テニス事業協会事務局までFAXまたは

郵送にてお申し込みください。
② ＪＴＩＡ事務局より受付確認書をＦＡＸにて返信いたします。
③ 締切日までに参加費を下記へお振込みください。入金をもって受付完了となります。

なお、振込手数料は各自でご負担いただきます。

【お振込先】
三菱UFJ銀行 新宿中央支店 （普）３６６４７１２ 公益社団法人日本テニス事業協会

【キャンセル料について】 申込者のご都合により取消しになる場合
１）開催日の前日から起算して20日目にあたる日以降のキャンセル → 旅行代金の 20%
２）開催日の前日から起算して７日目にあたる日以降のキャンセル → 旅行代金の 30%
３）開催日の前日 → 旅行代金の 40%
４）開催当日のキャンセル又は無連絡不参加の場合 → 旅行代金の 100%

【お申込・お問合せ先】
公益社団法人日本テニス事業協会 事務局
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-3 小田急明治安田生命ビル地下1階
TEL.03-3346-2007  FAX.03-3343-2047
http://www.jtia-tennis.com mails@jtia-tennis.com

時間 コース 内容 会場

～12:45 ①③ エクシブ山中湖・集合 到着時の着替えは「サハラ」で

18:00～20:00
①②
③④

夕食情報交換会
 飲み放題です

エクシブ山中湖
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ「富士」

20:00～ 宿泊はゆったりくつろげるお部屋です

９月
２７日
（火）

13:00～17:00 正会員・賛助会員の懇親テニス①③
エクシブ山中湖・テニスコート

砂入り人工芝２面

時間 コース 内容

９：４５
ＯＵＴスタート

①②
ゴルフプレー１Ｒ

キャディ付
（プレー料金と昼食費は現地精算）

③④

９月
２８日
（水）

朝食後・各自解散
富士五湖の名所をお楽しみください

富士レイクサイド
カントリー倶楽部

会場
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				時間 ジカン		コース		内容 ナイヨウ		会場 カイジョウ

		９月
２７日
（火）
 ガツニチカ		～12:45		①③		エクシブ山中湖・集合 ヤマナカコシュウゴウ		到着時の着替えは「サハラ」で トウチャクジキガ

				13:00～17:00		①③		正会員・賛助会員の懇親テニス セイカイインサンジョコンシン		エクシブ山中湖・テニスコート
砂入り人工芝２面 ヤマナカコ

				18:00～20:00		①②
③④		夕食情報交換会
 飲み放題です ユウショクジョウホウコウカンカイノホウダイ		エクシブ山中湖
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ「富士」 ヤマナカコフジ

				20:00～				宿泊はゆったりくつろげるお部屋です シュクハクヘヤ
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				時間 ジカン		コース		内容 ナイヨウ		会場 カイジョウ

		９月
２８日
（水） ニチスイ		９：４５　
ＯＵＴスタート		①②		ゴルフプレー１Ｒ
キャディ付
（プレー料金と昼食費は現地精算） ツキリョウキンチュウショクヒゲンチセイサン		富士レイクサイド
カントリー倶楽部 フジクラブ

						③④		朝食後・各自解散
富士五湖の名所をお楽しみください チョウショクゴカクジカイサンフジゴコメイショタノ
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公共交通機関でお越しの場合
東京方面より
バスタ新宿から山中湖旭日丘まで約2時間30分（高速バス）
山中湖旭日丘からタクシーで約15分
大阪方面より
新幹線三島駅から御殿場まで約50分（富士急行バス）
御殿場から山中湖旭日丘まで約40分（富士急行バス）
山中湖旭日丘からタクシーで約15分

お車でお越しの場合
東京方面より
中央自動車道 河口湖I.Cから東富士五湖道路を
経由し約30分
大阪方面より
東名高速道路 御殿場I.Cから約40分

エクシブ山中湖のテニスコートは、ナイター照明付きの
3面のオムニコート。富士山麓と言う絶好のロケーショ
ンの中、存分にテニスをお楽しみください。

空間を贅沢に使いながら、ベッドルーム、和室、コスメ
チックデスクを配置。洗練されたインテリアや調度品が、
清楚な落ち着きを感じさせるお部屋です。 優美なセンター
ウォール、モダンな調度品…インテリアがひとつに融け
合って、柔らかで落ち着いた雰囲気を演出。差し込む陽光
にフィットするお部屋です。

シャトルバス
■エクシブ山中湖⇔三島駅（北口）
所要時間1時間20分（予約制）

■エクシブ山中湖⇔小田急線開成駅
所要時間70分（予約制）

■エクシブ山中湖⇔富士急行山中湖旭日丘バ
スターミナル前 所要時間15分（予約制）
時刻表はホームページをご参照ください。

https://xiv.jp/yama/access/

エクシブ山中湖

テニスコート



富士レイクサイドカントリー倶楽部

富士レイクサイドカントリー倶楽部への
アクセス方法は下記ページよりご確認く
ださい。
https://www.fujilakeside-cc.jp/access/



JTIA（正会員／賛助会員）

テニス＆ゴルフ情報交換会
2022年９月27日（火）～28日（水）

【参加申込用紙】

JTIA
登録名称

振込人名

フリガナ 年齢 性別

お名前 歳 男 ・ 女

連絡先 会社TEL： 携帯：

宿 泊 ＊お部屋は全てスタンダードAタイプのシングル利用となります。

コロナ対応 □ ワクチン２回以上接種済 □ 陰性証明提示予定 ＊いずれかをお選びください。

二日目朝食 ＊和朝食膳となります

交通手段 □ 自家用車 □ 鉄道＆バス ＊いずれかをお選びください。

参加コース ＊ご希望のコースにチェックをしてください。

□ ① テニス＆ゴルフコース ￥25,000
（1泊２食・1日目テニス＆2日目コンペ代／税サ込）
※ゴルフプレー料金\19,900+昼食代は別途現地精算となります。

□ ② ゴルフコース ￥23,500
（1泊２食・2日目コンペ代／税サ込）
※ゴルフプレー料金\19,900+昼食代は別途現地精算となります。

□ ③ テニスコース ￥21,000
（1泊２食・1日目テニス／税サ込）

□ ④ 情報交換会コース ￥19,500
（1泊２食／税サ込）

ゴルフ参加者はハンディキャップをご記入ください（ ） □オフィシャル □プライべート

申込先：公益社団法人日本テニス事業協会 TEL：03-3346-2007 FAX：03-3343-2047
※ご記入いただきました個人情報につきましては、本事業に関わる緊急連絡以外利用致しません。


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4



