
宿泊施設情報 N１．日光交流促進センター

風のひびき
宿泊する学校 11日人数 12日人数

東京理科大学 ４名 ４名 ＜３月４日更新＞

早稲田大学 １７名 １７名 男子　和室　６名部屋×２　５名部屋×２

学習院大学 １名 １名 女子　洋室　４名部屋×２

日本女子大学 ４名 ４名 にて部屋割りしてください。

※チェックインをスムーズにする目的で、代表者は部屋割りを作成の上（便宜用紙で可）、

　　３月８日（火）までに日本旅行へメールかＦＡＸにて送信してください。（急で申し訳ありません）

〔施設住所〕 〒321-1421　栃木県日光市所野２８５４ 〔電話〕 ０２８８－５４－１０１３

〔駐車場〕 施設内に有　無料。チェックアウト後利用可。到着時に申告のこと。

〔バスストップ〕 バスストップＤ　 日光小学校前　（徒歩約７分）

※プログラムでは「土木事務所前」と記載しましたが、

　場所は同じです。

〔食事〕 [夕食] 館内ダイニングルームにご用意します。和食予定。

両日とも１８：３０スタートを予定しています。

食事時間の調整希望あれば日本旅行へご連絡ください。

[朝食] ６：００　～　

食事時間がずれる方がいたら施設と打合せしてください。

〔大浴場〕 男女別１か所ずつ

入浴時間　１５時　～　翌朝９時

〔アメニティ〕 浴衣、タオル類、歯ブラシいずれも用意ありません。

各自用意してください。

※有料にて購入/レンタルも可能です。(数に限りがあります。)

〔ミーティング〕 会議室またはロビーにて可能です。

〔部屋割り〕 上記参照

利用客室の種類と室数



宿泊施設情報 N２．梅屋敷旅館

宿泊する学校 11日人数 12日人数

金沢工業大学 ５名 ５名

東京農工大学 ２３名 ２９名

茨城大学 ２０名 ２０名

静岡大学 ２７名 ２７名

※チェックインをスムーズにする目的で、代表者は部屋割りを作成の上（便宜用紙で可）、

　　３月８日（火）までに日本旅行へメールかＦＡＸにて送信してください。（急で申し訳ありません）

〔施設住所〕 〒321-1414　栃木県日光市萩垣面２３９８ 〔電話〕 ０２８８－５４－１１４５

〔駐車場〕 施設内に有　無料。チェックアウト後利用可。到着時に申告のこと。

〔バスストップ〕 バスストップＣ　 小杉放菴美術館駐車場　（徒歩約５分）

〔食事〕 [夕食] 館内大広間にご用意します。セットメニュー。

食事時間は到着時に打合せしてください。

[朝食] ５：４０～８：００

食事時間がずれる方がいたら施設と打合せしてください。

〔大浴場〕 男女別１か所ずつ

〔アメニティ〕 浴衣、タオル類、歯ブラシいずれも用意ありません。

各自用意してください。

〔ミーティング〕 大広間、会議室等、食事に影響がない範囲で使えるよう依頼しています。

到着時に確認および学校間で調整して下さい。

〔部屋割り〕 ３／４更新

部屋番号 間取り 人数 部屋番号 間取り 人数

◇最大収容は、 211 和室１２畳 農工女４ 311 和室１２畳 茨城男１★

畳数÷２が目安 212 和室１２畳 農工女４ 312 和室１２畳 ×

です。 213 和室１２畳 農工男３★ 313 和室１２畳 静岡男２★

人数変える時は 214 和室１４畳 農工女１★ 314 和室１４畳 静岡男４

早めに連絡を。 215 和室１４畳 農工男４ 315 和室１４畳 静岡男５

216 和室１４畳 農工男４ 316 和室１４畳 静岡男５

★印はチーム 217 和室１４畳 農工男３ 317 和室１４畳 静岡男５

オフィシャルの 218 和室１４畳 茨城男５ 318 和室１４畳 静岡女５

利用想定です。 219 和室１４畳 茨城男５ 319 和室１４畳 金沢工業５

220 和室１４畳 茨城男６

221 和室１４畳 茨城女３

利用客室の種類と室数

＜３月４日更新　下記参照してください。＞



宿泊施設情報 N３．ホテル高照

宿泊する学校 11日人数 12日人数

慶應義塾大学 17名 17名 ＜３/４更新＞

横浜国立大学 17名 18名 下記部屋割りご参照ください。

相模女子大学 14名 14名 和室・和洋室　２０部屋をご利用下さい。

横浜市立大学 20名 20名

関東学院大学 2名 2名 〔部屋割りは全学校の総数です。〕

フェリス女学院大学 3名 3名

群馬大学 1名 1名

※チェックインをスムーズにする目的で、代表者は部屋割りを作成の上（便宜用紙で可）、

　　３月８日（火）までに日本旅行へメールかＦＡＸにて送信してください。（短時間で申し訳ありません）

〔施設住所〕 〒321-1414　栃木県日光市萩垣面２４００－１ 〔電話〕 ０２８８－５３－１３１１

〔駐車場〕 施設内に有　無料。チェックアウト後利用可。到着時に申告のこと。

〔バスストップ〕 バスストップＣ　 小杉放菴美術館駐車場　（徒歩約５分）

〔食事〕 [夕食] 館内大広間にご用意します。セットメニュー。

食事時間は到着時に打合せしてください。

[朝食] ５：４０～８：００

食事時間がずれる方がいたら施設と打合せしてください。

〔大浴場〕 男女別１か所ずつ（露天風呂付）

入浴時間　：　１５時～２３時　６時～９時

〔アメニティ〕 浴衣、タオル類、歯ブラシいずれも用意ありません。

各自用意してください。

〔ミーティング〕 大広間等、食事に影響がない範囲で使えるよう依頼しています。

到着時に確認して下さい。

〔部屋割り〕 ３/４更新

部屋番号 間取り 人数 部屋番号 間取り 人数

◇最大収容は、 241 和室１４畳 男４ 341 × ×

畳数÷２が目安 242 × × 343 和室８畳 女１★

です。 251 和室９畳 男４ 344 × ×

人数変える時は 252 和室９畳 男４ 351 和室９畳 男４

早めに連絡を。 253 和室９畳 男４ 352 和室９畳 男４

254 和室９畳 男４ 353 和室９畳 男４

★印はチーム 255 和室９畳 男４ 354 和室９畳 男４

オフィシャルの 256 和室１０畳 女４ 355 和室９畳 男３

利用想定です。 257 和洋室 女４ 356 和室１０畳 男４★

258 和室１０畳 女４ 357 和洋室 女４

259 和室１０畳 女４ 358 和室１０畳 女３

260 和室１０畳 女４ 359 × ×

利用客室の種類と室数



宿泊施設情報 N４．日光東観荘

宿泊する学校 11日人数 12日人数

名古屋大学 66名 66名 ＜３/４更新＞

椙山女学園大学 25名 25名 下記部屋割りご参照ください。

和室・和洋室　２０部屋をご利用下さい。

〔部屋割りは全学校の総数です。〕

※チェックインをスムーズにする目的で、代表者は部屋割りを作成の上（便宜用紙で可）、

　　３月８日（火）までに日本旅行へメールかＦＡＸにて送信してください。（短時間で申し訳ありません）

〔施設住所〕 〒321-1431　栃木県日光市山内２３３５ 〔電話〕 ０２８８－５４－０６１１

〔駐車場〕 施設内に有　無料。チェックアウト後利用可。到着時に申告のこと。

〔バスストップ〕 バスストップＣ　 小杉放菴美術館駐車場　（徒歩約５分）

〔食事〕 [夕食] 館内大広間にご用意します。セットメニュー。

食事時間は到着時に打合せしてください。

[朝食] ５：００　～　８：３０　にて用意します。

場所は大広間です。

〔大浴場〕 男女別に大浴場と露天風呂があります。

入浴時間　１３時～翌１時　、　朝４時～１０時

〔アメニティ〕 浴衣、タオル類、歯ブラシいずれも用意ありません。

各自用意してください。

〔ミーティング〕 大広間が食事会場のため、ロビーで行ってください。

詳細は到着時に確認して下さい。

〔部屋割り〕 ３/４更新 男女等調整は可です。

部屋番号 間取り 人数 部屋番号 間取り 人数

◇最大収容は、

畳数÷２が目安 101 和８＋３ 男４ 201 和１０+４ 男５

です。 102 和８＋３ 男３ 202 和１０+４ 男５

人数変える時は 103 和６＋３ 男４ 203 和１０+４ 男５

早めに連絡を。 105 和８＋３◆ 男３ 205 和１０+４ 男５

206 和１０+４ 男５

◆　バス付 301 和１０+４ 女５ 207 和１０+４ 男５

和　＝　和室 302 和１０+４ 女５ 208 和１０+４ 男５

数字は畳数 303 和１０+４ 女５ 210 和１０+４ 男５

+の右は次の間 305 和１０+４ 女５ 211 和１０+４ 男５

306 和１０＋８+４ 女９

利用客室の種類と室数

旧館　１階 本館　１階

本館　２階



宿泊施設情報 N５．ホテル清晃苑

宿泊する学校 11日人数 12日人数

東北大学 81名 82名

宮城学院女子大学 18名 18名

※チェックインをスムーズにする目的で、代表者は部屋割りを作成の上（便宜用紙で可）、

　　３月０４日（金）までに日本旅行へメールかＦＡＸにて送信してください。

〔施設住所〕 〒321-1431　栃木県日光市山内２３５０ 〔電話〕 ０２８８－５３－５５５５

〔駐車場〕 施設内に有　無料。チェックアウト後利用可。到着時に申告のこと。

〔バスストップ〕 バスストップＣ　 小杉放菴美術館駐車場　（徒歩約５分）

〔食事〕 [夕食] 館内大広間にご用意します。セットメニュー。

食事時間は到着時に打合せしてください。

[朝食] ５：３０　～　

場所は大広間です。

〔大浴場〕 男女別に大浴場と露天風呂があります。

入浴時間 大浴場は２４時間、

露天風呂　～２３時　朝５：３０～

〔アメニティ〕 浴衣、タオル類、歯ブラシいずれも用意ありません。

各自用意してください。

〔ミーティング〕 会議室、ロビー等でご用意いたします。

詳細は到着時に確認して下さい。

〔部屋割り〕 下記の通りご用意します。

部屋番号 間取り 人数 部屋番号 間取り 人数

◇最大収容は、 201 和室１４畳 女４ 306 和室１４畳 男５

畳数÷２が目安 202 和室１４畳 女４ 307 和室１４畳 男５

です。 203 和室１４畳 女５ 308 和室１４畳 男５

人数変える時は 205 和室１４畳 女５ 310 和室１４畳 男５

早めに連絡を。 206 和室１４畳 女５ 311 和室１４畳 男５

207 和室１４畳 女５ 312 和室１２畳 男３

★印はチーム 208 ツイン × 313 和室１０畳 男２

オフィシャルの 210 ツイン 女２★ 315 和室１２畳 男４

利用想定です。 211 和室１０畳 予備 316 和室１２畳 男４

301 和室１４畳 男５ 317 和室１２畳 男４

302 和室１４畳 男５ 318 和室１２畳 男４

303 和室１４畳 男５ 320 ツイン 男２★

305 和室１４畳 男５ 330 和洋室 男３★

利用客室の種類と室数

両校にて２４室ご用意しています。下記参照してください。



宿泊施設情報 N６．ホテルいろは

宿泊する学校 11日人数 12日人数

大阪大学 39名 39名

神戸大学 4名 4名

奈良女子大学 24名 24名

神戸市外国語大学 1名 1名

明石工業専門学校 1名 1名

※チェックインをスムーズにする目的で、代表者は部屋割りを作成の上（便宜用紙で可）、

　　３月０４日（金）までに日本旅行へメールかＦＡＸにて送信してください。

〔施設住所〕 〒321-143２　栃木県日光市安川町２－５１ 〔電話〕 ０２８８－５４－１５６３

〔駐車場〕 施設内に有　無料。チェックアウト後利用可。到着時に申告のこと。

〔バスストップ〕 バスストップＢ　 ホテル春茂登前　〔徒歩約４分〕

※プログラムでは「日光総合会館前」となっていましたが、

　諸般の事情により変更となりました。ご注意ください。

〔食事〕 [夕食] 館内大広間にご用意します。セットメニュー。

食事時間は到着時に打合せしてください。

[朝食] ６：００　～　８：００

場所は大広間です。

〔大浴場〕 男女別に大浴場と露天風呂があります。

入浴時間　１５時　～　朝１０時

〔アメニティ〕 浴衣、タオル類、歯ブラシいずれも用意ありません。

各自用意してください。

〔ミーティング〕 ロビーにてお集まりください。

詳細は到着時に確認して下さい。

〔部屋割り〕 下記の通りご用意します。

部屋番号 間取り 人数 部屋番号 間取り 人数

◇最大収容は、 101 × 307 和室１３畳 ６名

畳数÷２が目安 201 和室８畳 ３名 308 和室６畳 ２名

です。 202 和室６畳 ３名 310 和室１５畳 ７名

人数変える時は 203 和室１０畳 ５名

早めに連絡を。 205 和室８畳 ４名 401 和室１３畳 ６名

206 和室６畳 ２名 402 和室６畳 １名★

★印はチーム 207 和室８畳 ４名 403 和室６畳 １名★

オフィシャルの 405 ×

利用想定です。 301 和室１３畳 ６名 406 和室１３畳 ６名

302 和室６畳 ４名 407 ×

303 ×

305 和室６畳 ３名

306 和室１５畳 ８名

利用客室の種類と室数

全体で部屋割りをご用意しています。全１７室下欄参照



宿泊施設情報 N７．ホテル春茂登

宿泊する学校 11日人数 12日人数

岩手大学 32名 32名

岩手県立大学 9名 9名

千葉大学 33名 35名

東京工業大学 30名 30名

※チェックインをスムーズにする目的で、代表者は部屋割りを作成の上（便宜用紙で可）、

　　３月０４日（金）までに日本旅行へメールかＦＡＸにて送信してください。

〔施設住所〕 〒321-1432　栃木県日光市安川町５－１３ 〔電話〕 ０２８８－５４－１１３３

〔駐車場〕 施設内に有　無料。チェックアウト後利用可。到着時に申告のこと。

〔バスストップ〕 バスストップＢ　 ホテル春茂登前　〔ホテル前〕

※プログラムでは「日光総合会館前」となっていましたが、

　諸般の事情により変更となりました。ご注意ください。

〔食事〕 [夕食] 館内広間にご用意します。セットメニュー。

食事時間は到着時に打合せしてください。

[朝食] ６：００　～　

場所は２階広間です。

〔大浴場〕 男女別に大浴場があります。

入浴時間：１５時～２４時、朝５時～１０時

〔アメニティ〕 浴衣、タオル類、歯ブラシいずれも用意ありません。

各自用意してください。

〔ミーティング〕 広間等を食事の準備に影響ない範囲で利用できるよう依頼しています。

詳細は到着時に確認して下さい。

〔部屋割り〕 下記の通りご用意します。

部屋番号 間取り 人数 部屋番号 間取り 人数

◇最大収容は、 203 和室10畳 6 207 和室8畳 3

畳数÷２～１．５ 205 和室10畳 6 208 和室15畳 7

が目安です。 206 和室10畳 6 311 和室6畳 2★

人数変える時は

早めに連絡を。 301 和室10畳 6 306 和室10畳 4

302 和室10畳 6 307 和室10畳 5

303 和室10畳 6 308 和室8畳 3

★印はチーム 305 和室8畳 3 310 和室6畳 2★

オフィシャルの

利用想定です。 401 和室10畳 7 406 和室10畳 7

402 和室10畳 7 407 和室10畳 7

403 洋室 １★ 408 和室10畳 6

405 洋室 2★ 410 和室8畳 4

千葉大

岩手大
岩手県立大

利用客室の種類と室数

和室８室

和室６室

両校で和室６室　洋室２室

東京工業大



宿泊施設情報 N８．日光ぐりーんホテル

懐かし家風和里
宿泊する学校 11日人数 12日人数 11日人数 12日人数

お茶の水女子大学 3名 3名 1名 1名

東京大学 59名 60名 1名 1名

立教大学 5名 5名 7名 7名

実践女子大学 16名 16名 8名 8名

一橋大学 10名 10名 4名 4名

金沢大学 45名 45名

※チェックインをスムーズにする目的で、代表者は部屋割りを作成の上（便宜用紙で可）、

　　３月０４日（金）までに日本旅行へメールかＦＡＸにて送信してください。

〔施設住所〕 〒321-1434　栃木県日光市本町９－１９ 〔電話〕 ０２８８－５４－２００２

〔駐車場〕 施設内に有　無料。チェックアウト後利用可。到着時に申告のこと。

〔バスストップ〕 バスストップＡ　 ホテルナチュラルガーデン日光前　〔徒歩約１０分〕

〔食事〕 [夕食] 多目的ホール（レストラン）にてセットメニュー。

食事時間は到着時に打合せしてください。

[朝食] ６：００　～　８：３０

場所は多目的ホール（レストラン）

〔大浴場〕 男女別に露天風呂付き大浴場があります。

入浴時間　：　１４：００～０１：００　０５：３０～０９：３０

〔アメニティ〕 浴衣、タオル類、歯ブラシいずれも用意ありません。

各自用意してください。

〔ミーティング〕 宴会場などをご利用になれます。

詳細は到着時に確認して下さい。

〔部屋割り〕 東大ＯＬＫ分　下記の通りです。

部屋番号 間取り 人数 部屋番号 間取り 人数 部屋番号 間取り 人数

◇最大収容は、

畳数÷２が目安 431 和室１０畳 女５ 532 和室１０畳 女５ 401 和室12.5畳 男６

です。 432 和室１０畳 女４ 533 和室１０畳 女５ 402 和室１０畳 男５

人数変える時は 433 和室１０畳 女４ 535 和室１０畳 女５ 403 和室１０畳 男５

早めに連絡を。 435 和室１０畳 男５ 536 和室１０畳 女５ 405 和室１０畳 男５

436 和室１０畳 男５ 537 和室１０畳 女５ 406 和室１０畳 男５

★印はチーム 437 和室１０畳 男５ 538 和室１０畳 女５ 407 和室１０畳 男５

オフィシャルの 438 和室１０畳 男５ 539 洋室 男２★ 408 和室１０畳 男５

利用想定です。 439 洋室 男１★ 409 和室１０畳 男５

531 和室１０畳 男４ 202 和室9.5畳 男４

金沢大学分　下記の通りです。

部屋番号 間取り 人数 部屋番号 間取り 人数 部屋番号 間取り 人数

421 和室12.5畳 男６

201 和室１０畳 男５ 206 和室１０畳 男５ 422 和室12.5畳 男６

203 和室12.5畳 女５ 208 洋室 男２★ 423 和室１０畳 男５

205 和室12.5畳 女５ 209 洋室 女１★ 425 和室１０畳 男５

利用客室の種類と室数宿泊する学校

跡見女子大学

東京医科歯科大学

津田塾大学

〔万水亭　２階〕

〔新風亭　４階〕

〔万水亭　２階／４階〕

左記全大学の合計で、
和室２３室、洋室２室

（詳細は下記で確認下さい。）

和室８室　洋室２室

〔千山亭　４階／５階〕

十文字女子大学

武蔵野大学



宿泊施設情報 N９．ホテルナチュラルガーデン日光

宿泊する学校 11日人数 12日人数

京都大学 49名 49名 両校の合計にて、洋室２４室のご用意です。

京都女子大学 8名 8名 シングル４室、ツイン７室、トリプル１３室ですので、

３人×１３、２人×７、1×４　の部屋割りをしてください。

※チェックインをスムーズにする目的で、代表者は部屋割りを作成の上（便宜用紙で可）、

　　３月０４日（金）までに日本旅行へメールかＦＡＸにて送信してください。

〔施設住所〕 〒321-1435　栃木県日光市花石町１８２５－３ 〔電話〕 ０２８８－５０－３０７０

〔駐車場〕 施設内に有　無料。チェックアウト後利用可。到着時に申告のこと。

〔バスストップ〕 バスストップＡ　 ホテルナチュラルガーデン日光前　〔ホテル内〕

〔食事〕 [夕食] 館内レストランにご用意します。セットメニュー。

レストラン座席が４４席のため、１８：００と１９：１５の２回に別けて提供予定。

半数ずつで予定しますが、詳細調整は到着時に打ち合わせてください。

[朝食] 館内レストランにご用意します。セットメニュー。

出発時間に合わせて６：００、６：３０、７：００の３回に別けて提供予定。

各回の利用人数は到着時に打ち合わせをしてください。

〔大浴場〕 男女別に大浴場と露天風呂があります。

大浴場は２４時間入浴可能。露天風呂は１５時～２２時。

〔アメニティ〕 浴衣、タオル類、歯ブラシいずれも用意ありません。

各自用意してください。

〔ミーティング〕 会議室はありますが、通常３０名程度の収容です。立ってなら全員入れそうです。

ロビーも長時間でなければ可能。到着時確認してください。

〔部屋割り〕 部屋番号は確認中です。

上記の部屋数を基に部屋割りしてください。

利用客室の種類と室数



宿泊施設情報 Ｙ１．ホテルウェリィスミヨシ

宿泊する学校 11日人数 12日人数

筑波大学 ４１名 ４１名 ＜３／４更新＞ すべて洋室

１名部屋　１室 ２名部屋　４室

３人部屋　８室 ４人部屋　２室 計４１名様分

※チェックインをスムーズにする目的で、代表者は部屋割りを作成の上（便宜用紙で可）、

　　３月８日（火）までに日本旅行へメールかＦＡＸにて送信してください。（短期間で申し訳ありません）

〔施設住所〕 〒329-2161　栃木県矢板市扇町１－１３－４ 〔電話〕 ０２８７－４３－００１３

〔駐車場〕 施設内・近隣に有　無料。チェックアウト後利用可。到着時に申告のこと。

〔バスストップ〕 バスストップＥ　 矢板駅東口　〔徒歩約３分〕

〔食事〕 [夕食] １階会議室に用意します。

食事時間は到着時に打合せしてください。

[朝食] ６：３０　～　９：００

食事時間がずれる方がいたら施設と打合せしてください。

〔大浴場〕 ありません。客室のバスルームをご利用ください。

〔アメニティ〕 浴衣、タオル・バスタオル、歯ブラシいずれも用意されています。

〔ミーティング〕 会場の用意はありません。

〔部屋割り〕 上記参照

利用客室の種類と室数



宿泊施設情報 Ｙ２．矢板イースタンホテル

宿泊する学校 11日人数 12日人数

北海道大学 15名 15名 ｼﾝｸﾞﾙ７ ﾄﾘﾌﾟﾙ１ 和室（5人）１　 の予定

福島大学 16名 16名 ｼﾝｸﾞﾙ１０ ﾂｲﾝ３ 〔３/４変更になりました。〕

新潟大学 24名 24名 ｼﾝｸﾞﾙ６ ﾂｲﾝ５ ﾄﾘﾌﾟﾙ１ 和室（5人）１　の予定

岡山大学 1名 1名 ｼﾝｸﾞﾙ１ の予定

広島大学 4名 4名 ｼﾝｸﾞﾙ４ 〔３/４変更になりました。〕

電気通信大学 3名 3名 ｼﾝｸﾞﾙ３ の予定

※チェックインをスムーズにする目的で、代表者は部屋割りを作成の上（便宜用紙で可）、

　　３月０４日（金）までに日本旅行へメールかＦＡＸにて送信してください。

〔施設住所〕 〒329-2162　栃木県矢板市末広町２４-１ 〔電話〕 ０２８７－４３－１５１１

〔駐車場〕 施設内・近隣に有　無料。チェックアウト後利用可。到着時に申告のこと。

〔バスストップ〕 バスストップＥ　 矢板駅東口　〔徒歩約１分〕

〔食事〕 [夕食] 宴会場　『三峰の間』にてご用意します。

両日とも１９時開始予定。

時間がずれる可能性があるときは事前に日本旅行へご相談ください。

[朝食] ６：３０　～　９：００ 会場は調整中です。

食事時間がずれる方がいたら施設と打合せしてください。

〔大浴場〕 ありません。客室のバスルームをご利用ください。

〔アメニティ〕 浴衣、タオル・バスタオル、歯ブラシいずれも用意されています。

〔ミーティング〕 会場の用意はありません。

〔部屋割り〕 部屋番号は当日ご案内予定です。

上記の部屋数にて部屋割りをしてください。

利用客室の種類と室数
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