
申込日 年 月 日

ご利用希望日 年 月 日 年 月 日 泊 日

宿泊・食事予約 ご利用希望人数をご記入下さい

※ 宿泊はホテル棟、宿泊棟に関わらず全て1泊2食（夕食・翌日朝食）が含まれています。

※ 昼食はお弁当注文となりますので必要個数をご記入下さい

グラウンド利用予約 ご利用希望枠に　✔　を入れて下さい

※ 予約状況によってはご希望に添いかねる場合もございますのでご了承下さいませ（詳細はお見積り提案書にてご提示させて頂きます）

メール送信先 yoyaku@asco-tanba.jp
FAX送付先 0795-85-6055
お電話のお問合せ 0795-85-6066 〒669-4335　兵庫県丹波市市島町与戸字長者ヶ谷3114

https/www.asco-tanba.jp
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