富士山マラソンご参加の方へ
本日は当ホテルにご宿泊頂きまして誠にありがとうございます。
簡単ではございますが御案内をさせて頂きます

【チェックイン】

は午後 15：00～です。

【チェックアウト】は午前 10：00 までとなっております。

チェックアウト後の荷物は客室でお預かり出来ません。
お車でいらっしゃった方はお車に入れて頂きますようお願い致します。
荷物を預ける方は 1 階喫茶室にてお預かり致しますが、
１階喫茶室は開放部屋ですので、貴重品等についてはフロントにお預け頂くか、
ご自身でお持ち頂きます様お願い致します。

【夕食】
・・会場：1Ｆレストラン赤松
時間：18：00～20：30 開始

お食事内容：和食膳のセットメニュー

※ご希望のお食事時間をフロントにお申し付け下さいませ。
【朝食】
・・会場：1Ｆレストラン赤松
時間：5：45～9:00 閉店

お食事内容：バイキング形式のご朝食でございます。

※開店時間内にお越しくださいませ。

【送迎】
富士山マラソンの送迎に関しましては、11 月 24 日特別便において、別紙の送迎のご案内をご覧頂きます様お願い申し上
げます。
当ホテルでは、通常の送迎は富士山駅又は富士急ハイランド高速バス停のみとなります。
河口湖駅までの送迎は 11 月 24 日のみの特別便となり、通常は行っておりません。

【お部屋の照明】ドアを開けてすぐの所にオレンジ色のランプのついた差込口がございますので、鍵の柄の部分を差し込
むと電気がつきます。

【大浴場】・・2Ｆエレベーター下りて右側です。24 時間使用可能です。又、タオルは、お部屋に備え付けのタオルを持
って大浴場にお進み下さいませ。

【空調】
・大変申し訳ございませんが全館暖房対応のみ（冷房は入りません）となっております。
ホテルの玄関は 24 時間開いてございます。
ご質問等ございましたら、フロント内線 9 番にお申し付け下さいませ。

For Fuji Marathon participants
Thank you for staying at our hotel today.
This is Information for Fujisan Marathon entry menbers.
[Check-in] is from 15:00 pm.
[Check-out] is until 10:00 am.
After check-out, you cannot leave your luggage in the room.
If you come by car, please put it in your car.
If you want to check your luggage, we will have the 1st floor the tea room
"Lavender" for checking your luggages,
But it is a room that anyone can enter, so check the valuables at the front desk.or
keep it yourself.
[Dinner] ・ ・ Venue: 1F Restaurant Akamatsu
Time: Start from 18:00 to 20:30 Meals: Set menu of Japanese cuisine
* Please tell the front desk of your desired meal time.
[Breakfast] ・ ・ Venue: 1F Restaurant Akamatsu
Time: OPEN 5:45 to 9:00 Meals: Buffet breakfast.
* Please coming at this restaurant within the opening hours.
[Pick-up about shuttle bus]
Please refer to the separate transfer information on the November 24 special flight
regarding the Fujisan Marathon transfer.
At our hotel, regular shuttle buses are only at Fujisan Station or Fujikyu Highland
Express Bus Stop.
Transfers to Kawaguchiko Station are special flights only on November 24, and are
not usually performed.
[Room lighting] There is a socket with an orange lamp just after the door is opened,
so you can get electricity when you insert the key handle.
[Large public bath] ・ ・ Take the 2F elevator down to the right. You can use it
anytime for 24 hours. In addition, please go to the public bath with getting towels
in your room.
[Air-conditioning] ・ We are very sorry, Air conditioning only works with heating.
The hotel entrance is opened anytime for 24 hours.
If you have any questions, please ask at front extension number 9.

