
ＳＳＴＲ２０２０ 輪島宿泊の申込みのご案内 

 

 

 皆様方には、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 この度、「ＳＳＴＲ２０２０」の開催にあたり、心からご歓迎申し上げます。 

 さて、同イベントにご参加される皆様の宿泊並びに交流会について、（一社）輪島市観光協会がお手伝

いをさせていただきます。 

 全国からご参加の皆様にご満足いただけますよう、誠心誠意努力させていただく所存でございます。 

 つきましては、次のとおりご案内させていただきますのでご高覧ください。 

 皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。 

（一社）輪島市観光協会 

 

お申し込みに際し、次の点にご注意ください。 

 輪島市内の宿泊施設の特性上シングルルームが大変少ないため、また、参加者同士の交流を深める

ため、本協会での受付は、原則 1 室 2 名以上（相部屋含む）でのご案内とさせていただきますので、

あらかじめご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

１．お申し込みのご案内 

（１）お申し込み方法について 

  ①ＦＡＸでお申し込みの場合 

   ・ 輪島市観光協会にお電話（℡：０７６８－２２－１５０３）いただければ、所定の申込書

をＦＡＸ送信いたしますので、申込書に必要事項を記入の上、お申し込みください。 

ＦＡＸ：０７６８－２２－０１３６ 

   ・ 個人情報保護の観点から、送信前にＦＡＸ番号の再確認をお願いいたします。 

   ・ お申し込み受付後、７日以内に輪島市観光協会より、内容確認のお電話をいたします。 

     ※確認のお電話がない場合は、お手数ですがご連絡をお願いいたします。 

  ②Ｅ－ｍａｉｌでお申し込みの場合 

   ・ 所定の申込書（WORD形式・PDF形式）に必要事項を記入の上、メールに添付して、お申し

込みください。 

     Ｅ－ｍａｉｌ：wajimaguide@gmail.com 

   ・ お申し込み受付後、７日以内に輪島市観光協会より、内容確認のお電話をいたします。 

     ※確認のお電話がない場合は、お手数ですがご連絡をお願いいたします。 

  ③お電話でお申し込みの場合（受付時間９：００～１７：００） 

   ・ 輪島市観光協会にお電話いただければ、申込書に必要な事項をご確認しますので口頭にて

お答え下さい。 

ＴＥＬ：０７６８－２２－１５０３ 

 

（２）お申し込みの受付開始日及び受付締め切り日について 

・お申し込みの受付開始日  ２０２０年１月２５日（土）  

・お申し込みの受付締切日  ２０２０年４月２４日（金） 



  

（３）配宿（宿舎）決定について 

 ・ ５月１日以降、郵送にて配宿決定通知書を送付いたします。５月１０日（日）までにお手

元に届かない際は、お手数ですがお問い合わせください。 

※お申し込み後、ご変更やお取り消しの場合は、必ず輪島市観光協会までご連絡をお願いい

たします。 

 

２．ご精算のご案内 

（１）お支払い方法について 

   ・ 宿泊料金は、原則として各宿舎の指定する方法により、現地にてご精算をお願いいたしま

す。 

   ・ 交流会については、当日ゴール受付会場でお支払いいただきますようお願いいたします。 

 

３．変更・取り消しのご案内 

（１）手続き方法について 

   ・ 申込書に修正または、取り消し内容を追記いただき、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ又はお電話に

てお知らせください。 

   ・ お客様の都合で予約を取り消しされる場合は、下記の取消料をいただきます。取消料の基

準日は、ＦＡＸ、Ｅ－ｍａｉｌ又はお電話にて取り消しをいただいた時点となりますのでご

了承ください。 

   ・ 取消料につきましては、ご本人様が当該宿舎に直接お支払いください。 

区 分 宿泊取消料 備 考 

宿泊予定日の 2日前まで 

（2020年 5月 21日まで） 
宿泊料金の  ０％  

宿泊予定日の前日 

（2020年 5月 22日） 
宿泊料金の ５０％ 税抜き 

宿泊予定当日 

（2020年 5月 23日） 
宿泊料金の１００％ 税抜き 

 

４．宿泊プランのご案内 

（１）宿泊設定期間 

  ・ チェックイン日  ２０２０年５月２３日（土） 

  ・ チェックアウト日  ２０２０年５月２４日（日） 

 

（２）宿泊条件 

  ・ １泊２食付（消費税抜）、又は１泊朝食付（消費税抜）の大人お一人様あたりの金額となりま

す。但し、一部の宿舎につきましては、入湯税（150円）が必要となります。 

     ※１泊２食付を希望される場合、夕食時間は遅くとも１９時３０分までの開始となります

ので、あらかじめご了承願います。 

      ※別紙『ＳＳＴＲ２０２０ 輪島市観光協会 宿泊プラン』をご確認ください。 



 

（３）留意事項 

  ・ 申込書に、ご希望（第３希望まで）の「宿泊番号（１～２２）」をご記入ください。 

  ・ 宿泊施設につきましては限りがあり、部屋人数、宿泊施設、禁喫煙につきましてご希望にお

応え出来ない場合もございます。 

  ・ ２名以上で１室をご希望の方は、申込書に同室者名をご記入ください。 

  ・ 配宿は、原則申し込み順といたします。 

  ・ 配宿（宿泊施設、部屋人数）は、輪島市観光協会にご一任願います。 

  ・ お申し込みは、第３希望までお伺いいたしますが、配宿に関わる様々な事情によりご希望以

外の宿泊施設になる場合もございます。あらかじめご了承ください。 

 

５．輪島市観光協会の特別企画のご案内 

（１）ＳＳＴＲ交流会ｉｎ輪島のご案内  

※ ＳＳＴＲ本部の輪島ゴール受付は１５時から２０時までオープンしています！ 

   ～ＳＳＴＲに集まったライダー同士の親交を深めていただくため、輪島会場にて交流会を 

開催いたします～ 

 

  ・ 開催日時  ２０２０年５月２３日（土）１８時００分～２０時３０分終了予定 

  ・ 開催場所  輪島市マリンタウン特設会場 

  ・ 会 費  ３，０００円（乾杯ドリンク付。乾杯以外のドリンクは屋台村にてご購入下さ

い。食事は地元の食材等を使ったバイキング形式です。） 

  ・ 申し込み  申込書の「交流会参加希望」欄に「○」を明記ください。  

  ・ そ の 他  漁獲量日本一の「輪島ふぐ」などが並ぶ屋台村や歓迎アトラクション、輪島の 

特産品が当たるお楽しみ抽選会なども企画中です。皆様お誘い合わせの上、是

非ご参加ください。 

          



【１泊２食　※大人お一人様　消費税、入湯税別】

宿泊番号 【１】 【２】 【３】 【４】 【５】

部屋人数 ２名 ３名 ４名 ５名 ６名

宿泊代金 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円

民宿漁火 民宿漁火 民宿漁火 民宿漁火 民宿能州

民宿白塔園 民宿能州 民宿白塔園 民宿さかした 民宿さかした

民宿なかみち 民宿なかみち 川端旅館

川端旅館 川端旅館 民宿寅さん

民宿寅さん 民宿さかした

民宿さかした

宿泊番号 【６】 【７】 【８】 【９】 【１０】

部屋人数 ７名 ４名 ２名 ４名 ２名

宿泊代金 7,000円 10,000円 12,000円 12,000円 15,000円

民宿能州 漁師の宿　城兼 漁師の宿　城兼 漁師の宿　城兼 漁師の宿　城兼

輪風の宿満月 お宿　たなか ホテルこうしゅうえん

【１泊朝食　※大人お一人様　消費税、入湯税別】

宿泊番号 【１１】 【１２】 【１３】 【１４】 【１５】

部屋人数 １名 ２名 ３名 ４名 ５名

宿泊代金 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円

ペンションかもめ 民宿漁火 民宿漁火 民宿漁火 民宿漁火

新橋旅館 民宿わじま 民宿能州 民宿白塔園 民宿すすむ

民宿白塔園 民宿わじま 川端旅館 民宿さかした

ペンションかもめ 民宿なかみち ホテルメルカート 新橋旅館

民宿なかみち 川端旅館 民宿寅さん

川端旅館 民宿寅さん 民宿すすむ

民宿すすむ 民宿すすむ 民宿さかした

新橋旅館 民宿さかした

宿泊番号 【１６】 【１７】 【１８】 【１９】 【２０】

部屋人数 ６名 ７名 ２名 ４名 ２名

宿泊代金 5,500円 5,500円 8,000円 8,000円 10,000円

民宿能州 民宿能州 ホテルルートイン 漁師の宿　城兼 漁師の宿　城兼

民宿わじま 輪風の宿満月 ホテルルートイン

民宿さかした

宿泊番号 【２１】 【２２】 　

部屋人数 ４名 ２名

宿泊代金 10,000円 12,000円

宿泊施設名 漁師の宿　城兼 漁師の宿　城兼

※温泉宿：ホテルこうしゅうえん、漁師の宿城兼、お宿たなか、輪風の宿満月、民宿漁火、
　　　　　ホテルルートイン

『ＳＳＴＲ２０２０　輪島市観光協会　宿泊プラン』

宿泊施設名

宿泊施設名

宿泊施設名

宿泊施設名

◆「SSTR2020交流会in輪島」に参
加希望の方は、別紙「宿泊プラン
申込書」の交流会参加希望欄に
チェックをお願いします。


