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※季節により多少商品が変更になります。予めご了承くださいませ。

2022年度　第48回　西日本バレーボール大学女子選手権大会　宿舎一覧

阪神尼崎駅 西改札を出て右（北出口）より北西へ徒歩  約4分

9日前より10%

2日前50%/前日80%/当日100%

2食付

2食付 8,000円 7,500円
6/25(土)

1,000円up

ホテル駐車場:普通車  無料

ホテル駐車場:普通車  1,000円阪神尼崎より徒歩4分

宿泊施設名 シングル利用 ツイン利用 トリプル利用 フォース利用

●試合当日宿泊/翌日ﾁｬｰｼﾞ無し

14日前より10%/7日前より30%

3日前50%/前日80%/当日100%

阪神電鉄本線「出屋敷」駅より徒歩約2分

洗濯機・乾燥機各2台

全日

ホテル駐車場:普通車  800円

全日

朝食/6:00～9:00  ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

電車移動

60名/日

駅前に数か所有り

ホテル駐車場:普通車  500円

全日

朝食/6:00～9:00  和食ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

朝食/6:30～9:30  和・洋ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

近隣駐車場:バス  5,500円/泊 近隣に飲食店多数有り

洗濯機・乾燥機各4台

夕食/予約制　セットメニュー

7

サンホテル尼崎　阪神出屋敷駅前 Ｒ.Ｃ
兵庫県立総合体育館( 15分/車・30分/電車)

おおきにアリーナ舞洲(20分/車・40分/電車)
電車移動

兵庫県尼崎市宮内町1-26 朝食付 8,500円 駐車場 20名/日

阪神高速3号線「尼崎西」インターより約5分

2食付

6

尼崎セントラルホテル Ｒ.Ｃ 7,300円
兵庫県立総合体育館 (約28分/電車・バス)

おおきにアリーナ舞洲(約36分/電車・バス)

阪神高速5号湾岸線 尼崎東海岸出口より約10分

兵庫県尼崎市昭和南通4丁目30番地 朝食付 7,800円 駐車場

5

阪神高速5号湾岸線 尼崎東海岸出口より約10分 近隣駐車場:バス  5,500円/泊

兵庫県尼崎市神田北通3丁目27 朝食付 6,000円 5,500円
6/25(土)

1,000円up
駐車場 50名/日 洗濯機・乾燥機各2台

通常/7日前より30%

通常/前日80%/当日100%

尼崎プラザホテル阪神尼崎 Ｒ.Ｃ
兵庫県立総合体育館 (約28分/電車・バス)

おおきにアリーナ舞洲(約36分/電車・バス)
電車移動

●試合当日宿泊/翌日ﾁｬｰｼﾞ無し

食事条件

Ｒ.Ｃ

朝食付

アクセス/駐車場

6,500円

7,500円

送迎付(時間応ご相談)

150名/日

6,000円

7,000円

5,500円

6,500円

夕食/予約制　セットメニュー

Ｒ.Ｃ

朝食付 7,000円 6,500円 6,000円 駐車場

ホテル駐車場:普通車  無料

近隣駐車場:バス  1,000円/泊

6,000円 5,500円 5,000円
兵庫県立総合体育館 (約26分/車)

おおきにアリーナ舞洲(約22分/車)
マイクロバスにて送迎

洗濯機・乾燥機各4台(時間制)

送迎付(時間応ご相談)

全日7,000円7,500円

朝食/6:30～9:00  和・洋ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

50名/日

4

1

兵庫県立総合体育館 (約25分/車) 高速利用

おおきにアリーナ舞洲(約13分/車) 下道利用

駐車場

5,800円

6,800円

ホテルイルグランディ

大阪府堺市堺区寺地町西3-3-18

車5分

通常/7日前より30%

通常/前日80%/当日100%

●宿泊数10%以内前日50%/当日100%

通常/前日100%/当日100% 7,500円 7,000円 6,800円

8,000円2食付

南海堺駅南口徒歩10分/大浜インターより　

大阪府大阪市住之江区南港北1丁目14-16

2番出口/徒歩5分

南港ポートタウン線トレードセンター前駅　　

3

FIVE HOTEL OSAKA

キャンセル規定

通常/30日前より20% Ｒ.Ｃ 6,500円

洗濯機・乾燥機各10台(時間制)

夕食/予約制　セットメニュー

兵庫県立総合体育館 (約20分/車) 高速利用

おおきにアリーナ舞洲(約15分/車) 下道利用

朝食/7:00～10:00  和・洋ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

2食付 9,100円 8,600円 8,400円 7,800円

全日

朝食/7:00～9:00  和・洋ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

6,000円 5,800円

朝食付

　隣接駐車場:最大料金  普通車 平日300円/土日曜日500円 

ホテル内駐車場:バス  2,000円/泊

全日

募集人員 2022/6/22(水)～25(土)

760円(税込)

出し巻、花蒲鉾、白身魚フライ

鶏照焼、ちくわ天麩羅、お漬物

●各体育館へ配達・回収させて頂きます。●予約の変更・取消しにつきましては前日の午前中迄にお願い致します。●商品名 (例)Ａ/500円でお申し込み下さい。

540円(税込) 650円(税込)

商品名/お品書き

商品名 (Ａ/500)

三角おにぎり(鮭・肉時雨) 

写真 商品名/お品書き写真

商品名 (Ｃ/600)

トンカツ、カレーコロッケ

(お1人様ご1泊/税・サ込料金)

2

備考

大型バス又は中型バスにて送迎

洗濯機・乾燥機各6台(時間制)

夕食/予約制　セットメニュー

マイクロバスにて送迎送迎付(時間応ご相談)

100名/日

通常/前日80%/当日100%

駐車場

ホテルフクラシア 大阪ベイ

大阪市住之江区南港北1-7-50

 サークルバスで約5分

通常/7日前より30%

●試合当日宿泊/翌日ﾁｬｰｼﾞ無し

さきしまコスモタワーホテル

天保山大型駐車場:6時間以上12時間まで 4200円

税込)   /12時間以上 1時間毎に700円（税込）

大阪メトロ中央線「コスモスクエア」駅より

2食付 9,100円 8,600円 8,400円

オムレツ、サゴシ焼、肉団子

明太子スパゲティ、ひじき煮、花型人参

写真 商品名/お品書き

商品名 (Ｅ/700)

　　　　関西風出し巻、サゴシ焼、わらび

　　　　野菜コロッケ、蓮根瀧、蒟蒻

　　　　人参瀧、三度豆、肉じゃが、お漬物

※上記ホテル以外にも多数宿舎をご紹介させて頂きます。また団体につきましては再度団体料金提示(安価に)を検討させて頂きますので  先ずはご一報下さい。

パック茶　80円(税込)

お弁当一覧

商品名 (Ｂ/500) 商品名 (Ｄ/600) 商品名 (Ｆ/700)

俵おにぎり(五目・彩胡麻・梅) 野菜コロッケ、オムレツ、唐揚げ、肉団子 　　ご版(黒胡麻)、小梅、すき焼き(うどん、牛肉、

牛肉甘辛煮、人参、椎茸、三度豆 タコさんウインナー、ポテトサラダ、ナポリタン 　　三度豆、蒟蒻、椎茸、花型人参、高野豆腐)

肉団子、薩摩芋天麩羅、蓮根天麩羅、いか天麩羅 (ﾐｯｸｽベジタブル) 一本押し(黒胡麻)、ちらし寿司、ゼリー        フリルアイス、ポテトサラダ、お漬物

通常/7日前より30% Ｒ.Ｃ 6,300円 5,800円 5,300円
兵庫県立総合体育館 (約45分/車)

おおきにアリーナ舞洲(約30分/車)
送迎付(時間応ご相談) マイクロバスにて送迎

洗濯機・乾燥機各2台(時間制)

JR/近鉄鶴橋駅より徒歩7分

●試合当日宿泊/翌日ﾁｬｰｼﾞ無し 2食付 8,500円 8,000円 7,500円

ホテル駐車場:普通車  近隣ｺｲﾝﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

全日

朝食/7:00～10:00  セットメニュー

駐車場:マイクロバス  2,000円/泊 夕食/予約制　セットメニュー

大阪市生野区桃谷2-7-11 通常/前日80%/当日100% 朝食付 7,300円 6,800円 6,300円 駐車場 80名/日


