
大会期間： 平成２９年０６月２８日（水）～０７月０１日（土）

大会会場：

平素は、当社に格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。

　 さて、このたび上記日程、会場にて「第43回西日本バレーボール大学男子選手権大会」が

開催されますことを心よりお慶び申しあげます。

つきましては、本大会参加の皆様方の宿泊施設の手配が完了いたしましたので

ご案内を申し上げます。

弊社では、選手の皆様に通常よりも格安の料金で宿泊して頂くのはもとより、ベストの状態で

大会に臨んで頂けるよう万全の体制で努めさせて頂く所存でございますので、よろしくお願い

申し上げます。

大会が、大盛況且つ成功裡に行なわれ、選手のみなさんの日ごろの練習の成果が遺憾なく

発揮されますこと心よりお祈り申し上げます。

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東海　関西　中四国　地区担当 九州　地区担当
京王観光㈱大阪支店 京王観光㈱福岡支店
〒550－0011 〒812-0011

大阪市西区阿波座1-3-15　 福岡市博多区博多駅前1-1-1

ＪＥＩ西本町ビル6Ｆ 博多新三井ビル4Ｆ

担当： 小峰　直人 担当： 鎌内　博之

TEL： 06-6541-7634 TEL： 092-415-1514

FAX： 06-6541-7636 FAX： 092-415-1539

E-MAIL：n.komine@keio-kanko.co.jp E-MAIL：h.kamauchi@keio-kanko.co.jp

モバイル：070-6940-2721 モバイル：070-6940-2715

平成２９年度

＜宿泊・交通・弁当のご案内＞

第43回西日本バレーボール大学男子選手権大会

京王観光株式会社
（観光庁長官登録旅行業第１０号）

ベイコム総合体育館（メイン）／グリーンアリーナ神戸（サブ）



【宿泊のご案内】

記載しております料金は、１泊（サービス料込み・消費税込み）の１名様の料金となります。

ホテルの予約につきましては先着順での受付となりますので、締切日間際でのお申し込みは、ご希望通りに

お手配できない場合があります。

予定人員で構いませんので、なるべくお早目にお申し込みいただきますようご案内申し上げます。

ご希望ホテルのお手配が可能かどうかの回答は、締め切り後にさせていただきます。

【交通のご案内】

ＪＲ学生団体・団体航空券・貸切バス・高速バスなどが予約発券できます。

移動の交通機関を別途手配する手間が省け、料金も団体割引適用なので大変おトクです。

＊JR【乗車券５割引･引率除く】＊航空券【40％～50％割引】＊

※大阪・兵庫までの交通機関をセットにした【団体交通セットプラン】のお手配も可能です。

日替わりメニュー ８００円（税別） ※お茶付

※グリーンアリーナ神戸周辺には飲食店・コンビニ等が少なくなっております。

【申込方法】

別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、京王観光（株）大阪支店　担当：小峰まで郵送またはＦＡＸにて

お申込みください。（郵送の場合、申込用紙はコピーの上、原本はお手元に保管ください）

また、メールでのお申込みもお受付しております。

【申込締切】


平成２９年０５月１９日（金）　１８時　まで

【予約確認書の送付及び旅行代金の清算】

『予約確認書』を６月上旬ごろより郵送いたしますので、内容のご確認をお願いいたします。

お支払いについては、後日『ご請求書』を郵送いたしますので、内容をご確認の上、記載されている銀行へ

お振込みください。（振込手数料はご負担ください）

【弁当のご案内】



【お申し込み後のご変更・お取消について】

変更、取消しについては、06月02日（金）までにご連絡ください。それ以降の変更、取消しについては

下記の取消料を申し受けます。なお、ご連絡は必ず、ＦＡＸまたはメールにてご連絡ください。

（平日18時以降、土日祝日はお受けできません）

返金については大会終了後、取消料等を差し引いて、指定の口座へ返金させていただきます。

※全取消の場合は上記の限りではありません。

ご不明な点、ご質問等ございましたら、下記担当者までご連絡ください。

●東海・関西・中四国地区の大学様は　●

京王観光株式会社 大阪支店【観光庁長官登録旅行業第10号】

TEL：（06）6541-7634　／　FAX：（06）6541-7636

モバイル：070-6940-2721

E-MAIL: n.komine@keio-kanko.co.jp

営業時間：09:00 ～ 18:00（土日祝日休業）

担当：小峰　直人

●九州地区の大学様は　●

京王観光株式会社 福岡支店【観光庁長官登録旅行業第10号】

TEL：（092）415-1514　／　FAX：（092）415-1539

モバイル：070-6940-2715

E-MAIL: h.kamauchi@keio-kanko.co.jp

営業時間：09:00 ～ 18:00（土日祝日休業）

担当：鎌内　博之 

取消申出日 取消料

前日 50%

当日・無連絡取消 100%

０６月０２日（金）まで

０６月０３日（土）～０６月１６日（金） 20%

０６月１７日（土）～０６月２５日（日） 30%

無料



☆ベイコム総合体育館（メイン会場）　

【電車の場合】
・JR神戸線「尼崎駅」より徒歩約１０分

【バスの場合】
・阪神バス、阪急バス「スポーツセンター」前下車

☆神戸グリーンアリーナ（サブ会場）　

【電車の場合】

・JR、阪急、阪神各線「三宮駅」下車→神戸市営地下鉄「総合運動公園駅」下車

【お車の場合】

・阪神高速31号神戸山手線「白川南」ＩＣ下りて約５分

なお貸切バスを手配することも可能ですのでご希望の場合は、宿泊と一緒にお申し込み下さい。

大会会場のご案内　＆　会場アクセスのご案内



大浴場 ×

シングル ⇒ 8,000¥ 冷蔵庫 ○ 地下鉄御堂筋線

ツイン ⇒ 6,000¥ 製氷機 （フロント対応） 「本町駅」

コイン
ランドリー

○ より

シングル ⇒ 8,800¥ コンビニ 徒歩約１分 徒歩約１２分

ツイン ⇒ 7,000¥ 食事 セットメニュー

大浴場 ×

シングル ⇒ 8,500¥ 冷蔵庫 ○ 地下鉄御堂筋線

ツイン ⇒ 7,000¥ 製氷機 ○ 「西中島南方駅」

コイン
ランドリー

○ より

シングル ⇒ 9,000¥ コンビニ 徒歩約２分 徒歩約２分

ツイン ⇒ 7,800¥ 食事 バイキング

大浴場 ×

冷蔵庫 ○ ＪＲ線

製氷機 × 「大阪駅」

コイン
ランドリー

○ より

コンビニ 徒歩約１分 徒歩約１３分

食事 バイキング

大浴場 ○

冷蔵庫 ○ 地下鉄中央線・千日前線

製氷機 × 「阿波座駅」

コイン
ランドリー

○ より

コンビニ 徒歩約２分 徒歩約２分

食事 バイキング

大浴場 ○

シングル ⇒ 7,900¥ 冷蔵庫 ○ 地下鉄御堂筋線

ツイン ⇒ 6,800¥ 製氷機 △（少量） 「西中島南方駅」

コイン
ランドリー

○ より

シングル ⇒ 8,900¥ コンビニ 徒歩約１分 徒歩約５分

ツイン ⇒ 7,800¥ 食事 バイキング

大浴場 ×

シングル ⇒ 6,800¥ 冷蔵庫 ○ 地下鉄中央線・千日前線

ツイン ⇒ 5,800¥ 製氷機 ○ 「阿波座駅」

コイン
ランドリー

○ より

シングル ⇒ 7,800¥ コンビニ 徒歩約５分 徒歩約７分

ツイン ⇒ 6,800¥ 食事 バイキング

※写真はイメージです

＊朝食の食事メニュー･形式は、ホテルの集客状況などによって変更になる場合があります。

　また、食事会場は基本的に貸切ではありません。混雑する場合もあります。

◇有料駐車場完備※台数に限りあり◇

◇駐車代現地にて精算◇

第43回西日本バレーボール大学男子選手権大会　宿泊手配のご案内

宿泊期間：平成２９年０６月２７日（火）　～　０７月０１日（土）　４泊５日

下記宿泊施設にて皆様の宿泊を確保しています。希望ホテルが満室の場合は別ホテルもお探ししますので問合せください。

ＮＯ
ホ テ
ル 名

ご宿泊代金（1泊・お１人様あたり）
〔サービス料・消費税込〕

備考
ホテル
最寄駅

会場までのアクセス
／ホテル情報

周辺には食事施設がたくさんあります。

1泊朝食付き

◇無料駐車場完備※台数に限りあり◇

1

チサンイン大阪ほんまち
1泊素泊まり ◇グリーンアリーナ神戸まで約1時間(乗換時間含む)◇

◇ベイコム総合体育館まで約20分（乗換時間含む）◇

3

ホテル関西
1泊朝食付き

2

新大阪サニーストンホテル
1泊素泊まり

¥6,800 周辺には食事施設がたくさんあります。

※シングルはお問合せ下さい。 ◇有料契約駐車場※台数に限りあり◇

◇グリーンアリーナ神戸まで約50分(乗換時間含む)◇

トリプルベース ◇ベイコム総合体育館まで約7分（乗換時間含む）◇

◇駐車代現地にて精算◇

4

ホテルルートイン大阪本町
１泊素泊まり ◇グリーンアリーナ神戸まで約1時間15分(乗換時間含む)◇

◇ベイコム総合体育館まで約20分（乗換時間含む）◇

周辺には食事施設がたくさんあります。

◇有料駐車場完備※台数に限りあり◇

シングル

¥8,800

※若干数ツインあり

※朝食無料サービス付き

◇駐車代現地にて精算◇

◇グリーンアリーナ神戸まで約1時間(乗換時間含む)◇

◇ベイコム総合体育館まで約20分（乗換時間含む）◇

周辺には食事施設がたくさんあります。

1泊朝食付き

★お申し込みはお早めに！！★

◇無料駐車場完備※台数に限りあり◇

6

ホテルＮＣＢ
１泊素泊まり ◇グリーンアリーナ神戸まで約1時間15分(乗換時間含む)◇

◇ベイコム総合体育館まで約20分（乗換時間含む）◇

周辺には食事施設がたくさんあります。

1泊朝食付き

※ツインは室数が限られます。

5

ホテルクライトン新大阪
1泊素泊まり ◇グリーンアリーナ神戸まで約1時間(乗換時間含む)◇

◇ベイコム総合体育館まで約20分（乗換時間含む）◇

周辺には食事施設がたくさんあります。

1泊朝食付き

◇有料駐車場完備※台数に限りあり◇

◇駐車代現地にて精算◇



大浴場 ×

シングル ⇒ 7,000¥ 冷蔵庫 ○ ＪＲ線

トリプル ⇒ 6,000¥ 製氷機 △（少量） 「神戸駅」

コイン
ランドリー

○ より

シングル ⇒ 7,800¥ コンビニ 館内 徒歩約３分

トリプル ⇒ 6,800¥ 食事 バイキング

大浴場 ×

冷蔵庫 ○ ＪＲ線

製氷機 ○ 「三ノ宮駅」

コイン
ランドリー

○ より

コンビニ 徒歩約２分 徒歩約３分

食事 バイキング

大浴場 ×

シングル ⇒ 8,000¥ 冷蔵庫 ○ ＪＲ線

ツイン・トリプル ⇒ 6,500¥ 製氷機 ○ 「新長田駅」

コイン
ランドリー

○ より

シングル ⇒ 8,500¥ コンビニ 徒歩約１分 徒歩約１分

ツイン・トリプル ⇒ 7,000¥ 食事 バイキング

大浴場 ×

冷蔵庫 ○ 阪神線

製氷機 ○（フロント対応） 「尼崎駅」

コイン
ランドリー

○ より

コンビニ 徒歩約２分 徒歩約４分

食事 バイキング

大浴場 ×

冷蔵庫 ○ 地下鉄御堂筋線

製氷機 × 「西中島南方駅」

コイン
ランドリー

徒歩約１分 より

コンビニ 徒歩約１分 徒歩約２分

食事 セットメニュー

※写真はイメージです

＊朝食の食事メニュー･形式は、ホテルの集客状況などによって変更になる場合があります。

　また、食事会場は基本的に貸切ではありません。混雑する場合もあります。

★お申し込みはお早めに！！★

ツイン・トリプルベース

¥6,800

ツイン・トリプルベース

¥7,800
※シングルはお問合せ下さい。

※ｽﾀｯﾌはｼﾝｸﾞﾙ対応致します。 ◇有料駐車場完備※台数に限りあり◇

◇駐車代現地にて精算◇

◇有料駐車場完備※台数に限りあり◇

◇駐車代現地にて精算◇

ホテルオークス新大阪
1泊朝食付き ◇グリーンアリーナ神戸まで約1時間(乗換時間含む)◇

部屋ﾀｲﾌﾟおまかせ ◇ベイコム総合体育館まで約20分（乗換時間含む）◇

¥6,800 周辺には食事施設がたくさんあります。

10

尼崎セントラルホテル
1泊朝食付き ◇グリーンアリーナ神戸まで約50分(乗換時間含む)◇

シングル ◇ベイコム総合体育館まで約１０分（市バス）◇

¥7,300 周辺には食事施設がたくさんあります。

9

ホテルサーブ神戸アスタ

1泊朝食付き

◇有料契約駐車場※台数に限りあり◇

◇駐車代現地にて精算◇

1泊素泊まり ◇グリーンアリーナ神戸まで約11分◇

◇ベイコム総合体育館まで約30分（乗換時間含む）◇

周辺には食事施設がたくさんあります。

8

ザ・ビー神戸
1泊素泊まり ◇グリーンアリーナ神戸まで約３０分(乗換時間含む)◇

◇ベイコム総合体育館まで約20分（乗換時間含む）◇

周辺には食事施設がたくさんあります。

1泊朝食付き

◇有料駐車場完備※台数に限りあり◇

◇駐車代現地にて精算◇

◇有料駐車場完備※台数に限りあり◇

◇駐車代現地にて精算◇

7

チサンホテル神戸
1泊素泊まり ◇グリーンアリーナ神戸まで約25分(乗換時間含む)◇

◇ベイコム総合体育館まで約20分（乗換時間含む）◇

周辺には食事施設がたくさんあります。

1泊朝食付き

第43回西日本バレーボール大学男子選手権大会　宿泊手配のご案内

宿泊期間：平成２９年０６月２７日（火）　～　０７月０１日（土）　４泊５日

下記宿泊施設にて皆様の宿泊を確保しています。希望ホテルが満室の場合は別ホテルもお探ししますので問合せください。

ＮＯ
ホ テ
ル 名

ご宿泊代金（1泊・お１人様あたり）
〔サービス料・消費税込〕

備考
ホテル
最寄駅

会場までのアクセス
／ホテル情報


