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5．見積依頼用紙（別紙Excel見積依頼用紙）

ー2022年度九州大学秋季バレーボール女子チャレンジマッチ沖縄大会ー

宿泊・お弁当・交通の予約について

京王観光株式会社福岡支店

京王観光株式会社　福岡支店

歓迎のごあいさつ

謹啓　時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。

さて、この度、2022年度九州大学秋季バレーボール女子チャレンジマッチ沖縄大会が豊見城市民体育館、那覇市民

体育館にて盛大に開催されますことを心よりお慶び申し上げます。

各地からお越しいただく皆様方の便宜を図るため、大会事務局のご指導のもと、弊社京王観光株式会社福岡支店が

「宿泊・昼食・交通」などのお手伝いをさせていただくこととなりました。

今大会がご盛会となりますよう、微力ではございますが全力で取り組む所存でございます。

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白
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見積依頼用紙のご提出について

2022年9月16日（金曜日）17時00分　お申込締切り

※見積依頼用紙（別紙）のご提出をお願い致します。

※見積依頼用紙はメールまたはファックスにてお送り頂きますようお願い致します。

【お問合せ先】

総合旅行業務取扱管理者　石井　弘隆

〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前1-1-1-403

TEL:092-415-1514　FAX:092-415-1539

営業時間：平日9:00～18:00　※土曜・日曜・祝日は定休日

担当者：田中　究   税所・宮本

携帯：070-6940-2664　　E-mail：k.tanaka@keio-kanko.co.jp
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　　　【那覇市内】　　

車で15分 周辺飲食店（徒歩圏内） あり 提携駐車場（バス） あり

那覇市民体育館までの距離 コンビニ（徒歩） 5 分 大浴場 なし

10 分

※夕食付も対応可能・送迎バスあり ホテル氷提供 館内に無料製氷機あり

<会場までのアクセス> ホテルHP　　https://hotel-yamanouchi.jp/

豊見城市民体育館までの所要時
間

<施設情報>

車で30分 館内コインランドリー 3 台 近隣コインランドリー（徒歩）

ホテル山の内

ホテル名 記号 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ

車で10分 周辺飲食店（徒歩圏内） あり 提携駐車場（バス） あり

※別途・お部屋タイプ・夕食付対応可 ホテル氷提供 館内に無料製氷機あり

Ｅ-2
ツインルーム

【バス・トイレ付】

Ｅ-1
シングルルーム

【バス・トイレ付】
素泊6,000円　朝食付＠7,100円

那覇市民体育館までの距離 コンビニ（徒歩） 館内 大浴場 なし

車で30分 館内コインランドリー 5 台 近隣コインランドリー（徒歩） 10 分

<会場までのアクセス> ホテルHP　　https://www.novotelokinawanaha.jp/

豊見城市民体育館までの所要時
間

<施設情報>

ホテルノボテル沖縄那覇 Ｄ-1
トリプルルーム

【バス・トイレ付】

ホテル名 記号 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ

車で20分 周辺飲食店（徒歩圏内） あり 提携駐車場（バス） なし

ホテル氷提供 館内に無料製氷機あり

那覇市民体育館までの距離 コンビニ（徒歩） 3 分 大浴場 なし

館内コインランドリー 5 台 近隣コインランドリー（徒歩） 5 分

<会場までのアクセス> ★ホテル提供無料朝食付　　https://www.hotel-yamaichi.net/

豊見城市民体育館までの所要時
間

<施設情報>

車で30分

エナジックホテル山市 Ｃ-1
シングル又はツイン

ルーム

【バス・トイレ付】

素泊＠6,000円

ホテル氷提供 前日の夕方までにフロントにお申し出ください

ホテル名 記号 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ

車で20分 周辺飲食店（徒歩圏内） あり 提携駐車場（バス） なし

5 分

那覇市民体育館までの距離 コンビニ（徒歩） 1 分 大浴場 なし

<会場までのアクセス> ★ホテル提供無料朝食付　ホテルHP　https://www.choice-hotels.jp/inn/nahatomariko/

豊見城市民体育館までの所要時
間

<施設情報>

車で30分 館内コインランドリー 2 台 近隣コインランドリー（徒歩）

車で20分 周辺飲食店（徒歩圏内） あり 提携駐車場（バス） なし

ホテル氷提供 館内に無料製氷機あり

ホテル名 記号 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ

Ｂ-2
ツインルーム

【バス・トイレ付】

Ｂ-1
シングルルーム

【バス・トイレ付】

コンフォートイン那覇泊港

素泊＠6,200円

素泊＠6,000円

記号

<会場までのアクセス> ★ホテル提供無料軽朝食付　ホテルHP　　https://www.grghotelnaha-h.com/

那覇市民体育館までの距離 コンビニ（徒歩） 1 分 大浴場 なし

車で30分 館内コインランドリー 4 台 近隣コインランドリー（徒歩） 5 分

素泊＠5,700円

素泊5,400円　朝食付＠6,600円

朝食付＠6,400円

～参加校の皆様へ～

ー2022年度九州大学秋季バレーボール女子チャレンジマッチ沖縄大会ー

【1】宿泊施設お見積金額のご案内

宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ

ＧＲＧホテル那覇東町 Ａ-1
シングルルーム

【バス・トイレ付】

★お見積金額について

お見積金額お一人様1泊あたり【宿泊代（一泊食事なし又は一泊朝食付、）税金・サービス料・企画料金100円込】 宿泊条件・定員ご利用になります。

（例）GRGホテル那覇東町：1泊食事なし＠5,600円＋企画料金＠100円＝5,700円（税込）

≪設定期間≫2022年 10月 20日（木）～ 10月 23日（日）3泊4日

豊見城市民体育館までの所要時
間

<施設情報>

ホテル名
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　　　【那覇市内】　　

※新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から連泊の際の部屋清掃を簡素化（タオルの交換のみ等）させて頂く場合がございます。また、食事につきましても

他団体、多客との密状態を避けるため開始時間を調整させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。

ホテル氷提供 館内に無料製氷機あり

車で20分 周辺飲食店（徒歩圏内） あり 提携駐車場（バス） あり

分

那覇市民体育館までの距離 コンビニ（徒歩） 5 分 大浴場 なし

車で30分 館内コインランドリー 有 近隣コインランドリー（徒歩） 10

<会場までのアクセス> ★ホテル提供無料軽朝食付　ホテルHP　https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00184/　

豊見城市民体育館までの所要時
間

<施設情報>

ホテル名 記号 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ

東横イン那覇おもろまち駅前 J-1
シングルルーム

【バス・トイレ付】
素泊＠7,500円

車で20分 周辺飲食店（徒歩圏内） あり 提携駐車場（バス） あり

ホテル氷提供 館内に無料製氷機あり

10 分

那覇市民体育館までの距離 コンビニ（徒歩） 5 分 大浴場 なし

<会場までのアクセス> ★ホテル提供無料軽朝食付　ホテルHP　https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00099/　

豊見城市民体育館までの所要時
間

<施設情報>

車で30分 館内コインランドリー 有 近隣コインランドリー（徒歩）

東横イン那覇都心おもろまち I-1
ツインルーム

【バス・トイレ付】

ホテル名 記号 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ

素泊＠5,700円

東横イン那覇都心おもろまち I-1
シングルルーム

【バス・トイレ付】
素泊＠7,000円

車で20分 周辺飲食店（徒歩圏内） あり 提携駐車場（バス） あり

※夕食付も対応可能 ホテル氷提供 館内に無料製氷機あり

近隣コインランドリー（徒歩） 10 分

那覇市民体育館までの距離 コンビニ（徒歩） 5 分 大浴場 なし

<会場までのアクセス> ★ホテル提供無料朝食付　ホテルHP　https://granview.co.jp/okinawa/　

豊見城市民体育館までの所要時
間

<施設情報>

徒歩で10分 館内コインランドリー 4 分

ホテル名 記号 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ

素泊9,200円

グランビューガーデン沖縄 H-1
シングルルーム

【バス・トイレ付】
素泊9,500円

那覇市民体育館までの距離 コンビニ（徒歩） 5 分 大浴場 なし

車で25分 館内コインランドリー 有 近隣コインランドリー（徒歩） 10 分

<会場までのアクセス> ホテルHP　https://www.rsunroyal.co.jp/

豊見城市民体育館までの所要時
間

<施設情報>

琉球サンロイヤルホテル

G-1
シングルルーム

【バス・トイレ付】

G-2
ツイン又はトリプル

ルーム

【バス・トイレ付】

朝食付＠7,900円

　朝食付＠6,900円

ホテル名 記号 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ

ホテル氷提供 館内に無料製氷機あり

車で20分 周辺飲食店（徒歩圏内） あり 提携駐車場（バス） あり

豊見城市民体育館までの所要時
間

<施設情報>

車で30分 館内コインランドリー

なし

2 台 近隣コインランドリー（徒歩） 5 分

那覇市民体育館までの距離 コンビニ（徒歩） 5 分 大浴場

<会場までのアクセス> ★ホテル提供無料軽朝食付　ホテルHP　　https://hotel-yamanouchi.jp/

ー2022年度九州大学秋季バレーボール女子チャレンジマッチ沖縄大会ー

【２】宿泊施設お見積金額のご案内

宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ

東横イン那覇国際通り美栄橋 F－1
シングルルーム

【バス・トイレ付】

★お見積金額について

お見積金額お一人様1泊あたり【宿泊代（一泊食事なし又は一泊朝食付、）税金・サービス料・企画料金300円込】 宿泊条件・定員ご利用になります。

（例）GRGホテル那覇東町：1泊食事なし＠5,600円＋企画料金＠100円＝5,700円（税込）

≪設定期間≫2022年 10月 20日（木）～ 10月 23日（日）3泊4日

ホテル名 記号

素泊＠7,500円

～参加校の皆様へ～

車で20分 周辺飲食店（徒歩圏内） あり 提携駐車場（バス） あり

※夕食付も対応可能 ホテル氷提供 館内に無料製氷機あり

グランビューガーデン沖縄 H-2
ツイン・トリブル

ルーム

【バス・トイレ付】
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【3】 交通（航空券）のご案内

大手航空会社（ANA、JAL）またはスカイマークなどの航空会社から団体様の条件に

合わせたプランをご紹介させて頂きます。

また、5～8名様以上で団体料金の適用が可能となります。

お得な料金にてご案内が出来ますので、是非お問い合わせください。

※お弁当、交通ともに別紙依頼用紙にてお問合せください。

弁当箱回収時間／14：30～15：30　大会会場内「京王観光㈱」受付

●料　金　：　1食 800円　（パックお茶付・税金込）

　　　　　　　　　　　 　　 ●料　金　：　1食 700円　（お茶なし・税金込）

【2】 昼食お弁当のご案内

●設定日 2022年 10月 21日（金）～ 10月 23日（日）

弁当箱配布時間／10：30～11：30　大会会場内「京王観光㈱」受付
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京王観光株式会社　福岡支店

〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前1-1-1-403

TEL:092-415-1514　FAX:092-415-1539　営業時間：平日9:00～18:00　※土曜・日曜・祝日は定休日

お客様 　　ご請求金額を9月30日（金）までにお振込をお願い申し上げます。

携帯：070-6940-2664　　E-mail：k.tanaka@keio-kanko.co.jp　担当者：田中　究　税所・宮本

総合行業務取扱管理者　石井　弘隆

大会当日

【問い合わせ先】

お客様 　　ネームリストを9月28日（水）までにメールまたはファックスにてご返信ください。

　　 ４．ご記入頂いた申込書原本は、メール送信後、同日中に郵送（投函）をして下さい。

　　　　　 ※返信用封筒をご活用下さい。

弊社 　　申込書拝受後、９月4週目迄に請求書をメールでご案内（郵送が必要な場合はお知らせください）

～参加校の皆様へ～

ー2022年度九州大学秋季バレーボール女子チャレンジマッチ沖縄大会ー

受注型企画書面（行程・見積書）・申込書送付について

　　 ３．ご記入頂いた申込書は、メールまたはファックスにてご返信ください

　　　　　（k.tanaka@keio-kanko.co.jp　FAX 092-415-1539）

　　　　　ご返信期限：２０２２年９月１６日（金）までに送信して下さい。

お客様

　　 １．受注型企画書面（行程表・見積書）をご確認ください。

今後の当日までの流れにつきまして下記ご確認の上、ご対応を頂ければ幸いです。
皆様のお申込みを心よりお待ち申し上げます。

弊社 受注型企画書面（行程表・見積書）・申込書をお客様へご送付（メールと郵送でご案内）

【今後、申込・ご契約までの流れ】

　　 ２．ご旅行申込書に御記入下さい。　※記入必要箇所５カ所ご記入・ご捺印下さい。

　　　　　①学校名→　②所在地→　③代表者様名＋㊞→　④ご記入日→

　　　　　⑤□（私は上記３点について、確認の上承認し、下記の旅行へ申込ます）にレ点を入れる
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