送迎バスのご案内
【富士山マラソンご参加者様のみの特別便となります】
※お車でお越しのお客様は、恐れ入りますが、
エントリー時にご予約・お申込みをされた選手指定駐車場をご使用下さいまして
お車での移動を何卒宜しくお願いいたします。

当ホテルの送迎バスは２７名乗りのため、ご人数に限りがございますので
以下の内容につきまして御了承をお願い申し上げます。
※ 電車・バスで当ホテルまでお越しのお客様を優先させて頂きますよう
お願い申し上げます。
※お車でお越しのお客様は乗り切れない恐れがある為、
エントリー時にご予約・お申込みをされた選手指定駐車場まで移動をして頂きまして、
そこから大会本部の手配されたシャトルバスをご使用くださいます様お願い致します。
「河口湖南中学校」または「鐘突堂」の駐車場の場合は駐車場から徒歩で移動をお願い
致します。

※ 送迎バスは、ご予約制でございます。（フロントまでご予約下さいませ）
当ホテルの送迎バスは河口湖駅までの送迎でございます。
河口湖駅からスタート地点までは大変混雑が予想されますので
送迎が出来ませんので御了承をお願いいたします。
河口湖駅からスタート地点までは、徒歩約１ｋｍ（約１０分）でございます。
送迎バスのお時間は、当ホテル発、
朝「7：10」の１回のみとなっております。
注）満席の場合は増便致します。その際は出発時間が変更となりますので、
フロントにお問合せ下さいませ。
お迎えの送迎バスは、河口湖駅発、
「16：00」の 1 回のみとなっております。
大変恐れ入りますが、上記以外のお時間にホテルに戻られる方は
ご自身でタクシー等のご利用をお願い致しております。
以上でございます。
ご不明な点がございましたらフロントまでお問合せ下さいませ。

Information on shuttle bus
[It will be a special flight for Fujisan Marathon participants
only]
* For customers coming by car ,
Please use the parking lot designated by the player that was reserved and applied
at the time of entry.
The hotel’s shuttle bus is 27-seater bus.
The capacity is limited, so please check the following.
* Please give priority to customers coming to our hotel by train or bus.
* Customers coming by car may not be able to ride,
Please move to the designated parking lot for the player who made the reservation
and application at the time of entry.
Please use the shuttle bus arranged by the tournament headquarters from there.
In the case of “Kawaguchi Konan Junior High School” or “Kanzudo” parking lot,
please move on foot from the parking lot.
* Pick-up buses must be reserved. (Please make a reservation at the front desk)
Our shuttle bus is to / from Kawaguchiko Station.
Because it is expected to be very crowded from Kawaguchiko Station to the starting
point
Please note that you cannot pick up and drop off.
From Kawaguchiko Station to the starting point, it is about 1km on foot (about 10
minutes).
The shuttle bus time is from our hotel.
Only once at 7:10 in the morning.
Note) The number of flights will increase if the seats are full. In that case, the
departure time will be changed,
Please contact the front desk.
Pick-up bus picked up from Kawaguchiko Station,
Only once at 16:00.
If you can return to the hotel at a time other than the above,
We ask you to use a taxi by yourself.
Please contact the front desk if you have any questions.

