
☎

※ 参加される行事欄に○印を記入いただき、合計金額をご記入下さい。
※ 宿泊ご希望の方は客室タイプを○でお囲み下さい。（ご希望に添えないこともございます。）
※ 宿泊されるお部屋は禁煙となります。

※ 参加申込書は、4月7日（金）までに所属協会事務局宛ご提出願います。

※　ゴルフ会に参加ご希望の方は、別添懇親ゴルフ会申込書にもご記入下さい。

参 加 者 C

日 付

12,000 円

連 　絡 　先
メールアドレス

２０２３年　　　月　　　日

所属協会名

会　 社 　名

参 加 者 A

会社所在地

参 加 者 B

協会

〒

担当者名

氏　　　　　　名 ふりがな

無　　料

無　　料

参加者 C

総 会

懇 親 ゴ ル フ 会

横浜ロイヤルパークホテル

コンフォート
ダブル(1人用)

朝食あり

コンフォート
ダブル(1人用)

朝食なし

中小ビルの経営を考える集い

無　　料

各自精算横浜ロイヤルパークホテル

コンフォート
ダブル(1人用)

朝食あり

コンフォート
ダブル(1人用)

朝食なし

コンフォート
ツイン(2人用)

朝食あり

コンフォート
ツイン(2人用)

朝食なし

コンフォート
ダブル(1人用)

朝食あり

コンフォート
ダブル(1人用)

朝食なし

コンフォート
ツイン(2人用)

朝食あり

コンフォート
ツイン(2人用)

朝食なし

コンフォート
ダブル(1人用)

朝食あり

コンフォート
ダブル(1人用)

朝食なし

コンフォート
ツイン(2人用)

朝食あり

コンフォート
ツイン(2人用)

朝食なし

懇親旅行会
バス利用者下車地

○印をご記入ください

日帰り旅行 新横浜駅  ・ 羽田空港 新横浜駅  ・ 羽田空港 新横浜駅  ・ 羽田空港

６月７日
(水)

２名１室

90,000 円

合計金額
円 円 円

６月８日
(木)

13,000 円

12,000円
（プレー費別途）

69,000 円

日 帰 り 旅 行
どちらかに〇印をご記入下さい

1泊2日旅行
(富士屋ホテル) １名１室

1泊2日旅行 新横浜駅  ・ 羽田空港 新横浜駅  ・ 羽田空港 新横浜駅  ・ 羽田空港 無　　料

６月６日
(火)

参加者 A 参加者 B

各自精算
コンフォート

ツイン(2人用)
朝食あり

コンフォート
ツイン(2人用)

朝食なし

コンフォート
ダブル(1人用)

朝食あり

コンフォート
ダブル(1人用)

朝食なし

コンフォート
ツイン(2人用)

朝食あり

コンフォート
ツイン(2人用)

朝食なし

コンフォート
ダブル(1人用)

朝食あり

コンフォート
ダブル(1人用)

朝食なし

コンフォート
ツイン(2人用)

朝食あり

コンフォート
ツイン(2人用)

朝食なし

三渓園 三渓園 三渓園 中華街中華街中華街

6,000 円

参加費行 事

講 演 会

懇 親 パ ー テ ィ ー

第８３回定時総会並びに諸行事参加申込書



　 ゴルフ会にご参加の方は、下記の表にご記入の上、該当箇所に○を付けて下さい。

＊ ６月８日（木）の送迎バスは次のとおりとなります。

往　　路 ： 横浜ロイヤルパークホテル  ６：００発  →  湘南カントリークラブ　７：２０ 着（予定）

帰　　路 ： 湘南カントリークラブ   １６：３０ 発  →  新横浜駅　１７：３０着 （予定）

 → 羽田空港 １８：１０着 （予定）  

【送迎バスご利用の有無】

ご利用の場合、下記の表に○印をお付け下さい。

所属協会 協会 会社名

代表者連絡先 氏名 電話番号

メールアドレス

A

B

C

＊   懇親ゴルフ会申込書は、参加申込書と併せて所属協会事務局宛にご提出願います。

　　

ふ　り　が　な

氏　　　　　　名

男 ・ 女
　

　
歳

男 ・ 女
　

　
歳

男 ・ 女
　

　
歳

懇　親　ゴ　ル　フ　会　参　加　申　込　書

参
加
者

性　別 ﾊﾝﾃﾞｨ 生年月日 年　齢
(6/8現在)

送迎バス

往 路

帰　　路　（下車地）

新横浜駅 羽田空港
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