
大会期間 ２０２０年６月１９日（金）～６月２４日（水）

　　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2020年6月19日（金）～6月24日（水）上記会場におきまして第64回　中四国学生バドミントン選手権大会
　が開催されることを心よりお慶び申しあげます。
　　つきましては、本大会参加の皆様に向け宿泊施設のご案内申しあげます。
　弊社では、選手の皆様に安心・安全なホテルでご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、大盛況且つ円滑に行われ、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を

　心よりお祈り申しあげます。

　

　　別紙ご案内書は、御利用いただくホテルの料金、部屋タイプ、会場までの所要時間、昼食について明記し
　ております。先着順に申込みを受け付けておりますので、申込み期限間際は、非常に混み合いご希望どお
　りにお取りできない場合もございます。予選の都合で人員確定は難しいかと思われますが、予定人員で結構
　ですので別紙申込み書にご記入の上なるべくお早めにお申し込みいただけますようお願い致します。
　Ｅメール・FAXにてお申込みを受け付けますので下記担当者のまでチーム名と担当者を記入の上、送信を
　して下さい。折り返し申込み書の書式を送信させて頂きます。
　なおご質問などございましたらご遠慮なく下記担当者までご連絡ください。

京王観光株式会社　関西事務所　（観光庁長官登録旅行業第１０号）
〒５５０－００１１
大阪市西区阿波座１－３－１５JEI西本町ビル６F
ＴＥＬ：０６ー６５４１ー７６３４
ＦＡＸ：０６ー６５４１ー７６３６
携帯：０８０－４３３６－８４２２

Ｅ－mail　s.obata@keio-kanko.co.jp

第６４回　中四国学生バドミントン選手権大会

≪宿泊・交通・昼食のご案内≫

会場:広島県立総合体育館

京王観光株式会社　関西事務所【大会オフィシャル業者】

弊社では、下記の項目について誠心誠意お手伝いをさせて頂きます。
Ⅰ・大会宿泊施設のご案内

Ⅱ・ホテルより競技場までの交通手段について
Ⅲ・大会における昼食（お弁当）手配について

担当者名：小畑　翔



　１）広島までのアクセスのご案内
　　　広島までの交通機関（団体航空券・貸切バス・フェリー・レンタカー等）予約発券できます。

　　　ビジネスﾊﾟｯｸやその他パッケージ商品の併用も可能です。担当者にお問い合わせください。

　　　団体航空券利用（通常料金から最大５０％程度割引き適用）

　　　　　※５名様～８名様以上適用になります。ご希望の便をお尋ねくださいませ。

　２）　弁当についてのご案内

　　　　　大会期間中、日替わりのスポーツ弁当をご提供致します！！

　　　料金：１食単価　　＠６００円税込み

　　　　　　お茶　　　　＠１１０円税込み

　　　　　別紙申込用紙にご記入の上お申込み下さい。後日ご案内いたします。

　３）　お申込み方法とご回答についてのご案内

　　　　　別途申込書に必要事項をご記入の上、　お申込をお願い致します。

（電話での問い合わせも承ります。）

　　　 ※先着順に受付いたしますので締め切り間際になりますとご希望に添えない場合もありますのでなるべく
　　　　　お早めにお申し込み下さい。またホテルによって宿泊可能人員が異なりますので、なるべく第二希望、

　　　　　第三希望もご記入下さいますようお願い致します。お申込み書の届いた時点で一度お取り出来るか

　　　　　回答させて頂きます。

　４）　お申し込み後の宿泊人員変更、取消し料についてのご案内
　　　　　宿泊の変更、取消しについては、5月27日（水）までにご連絡下さい。それ以降の取消しについては、

　　　　　下記の取消料を申し受けます。（なお土、日、祝日は受付いたしません）

例：6月18日～6泊の場合・・・5月28日以降より取消料20％

　５）　お支払いについてのご案内

　　　　　　　お振込み先　　三菱ＵＦＪ銀行　振込第一支店　当座　９５３０９００　口座名　京王観光（株）
　　　　　なお返金については、大会終了後取消手数料を差し引いてご指定の口座に返金いたします。

　６）　お申し込み　締切日（最終）　　　２０２０年５月２２日　（金）

7日前 30%

※イメージ

取消料（旅行開始前日より） 取消料
20日前 20%

前日 40%
当日無連絡不参加 100%

　　　　　お支払いについては、別途請求書を同封しますので２０２０年７月２４日（金）までにお振込みください。



大浴場 ○ シングル

会議室 ○ ツイン

氷提供 ○ トリプル

アメニティ ○ 和室

コインランドリー 1台

コンビニ（徒歩） 1分

大浴場 × シングル

会議室 ○ ツイン

氷提供 ○ トリプル

アメニティ ○ その他

コインランドリー ３台

コンビニ（徒歩） １分

大浴場 × シングル

会議室 ○ ツイン

氷提供 ○ トリプル

アメニティ ○ その他

コインランドリー ２台

コンビニ（徒歩） ２分

大浴場 × シングル

会議室 ○ ツイン

氷提供 ○ トリプル

アメニティ ○ その他

コインランドリー １台

コンビニ（徒歩） 2分

大浴場 × シングル

会議室 ○ ツイン

氷提供 × トリプル

アメニティ ○ 和室

コインランドリー ２台

コンビニ（徒歩） ２分

大浴場 × シングル

会議室 ○ ツイン

氷提供 ○ トリプル

アメニティ ○ その他

コインランドリー ２台

コンビニ（徒歩） １分

◎お申込先

第６４回　中四国学生バドミントン選手権大会
会場:広島県立総合体育館

エリア

広島市

￥８，１００～

￥７，６００～

￥６，６００～

￥３，８００～＜会場アクセス＞
会場まで約１．６キロ

徒歩約２０分

＜備考＞　和室は宿泊人数・部屋タイプにより料金が変更となります。

ホテル名 設備 宿泊条件 宿泊料金（税込）

設定なし

会場まで約２．１キロ

～宿泊施設のご案内～

宿泊期間：２０２０年６月１８日（木）～６泊７日

1泊素泊まり
広島ピースホテル

コインランドリーは徒歩8分に店舗がございます。

＜備考＞

朝食付は＋￥５００

内容：弁当

（パン・おにぎり・味噌汁等）

徒歩約３０分 コインランドリーは徒歩２分に店舗がございます。

広島市

東横イン広島駅南口右
１泊軽食付

￥７，２００～

設定なし

設定なし

広島市

東横イン広島平和大通
１泊軽食付

￥７，２００～

￥５，７００～

内容：軽食 設定なし

＜会場アクセス＞

設定なし

会場まで約１．９キロ

＜会場アクセス＞ 設定なし

会場まで約１．６キロ ＜備考＞

徒歩約２０分 コインランドリーは徒歩４分に店舗がございます。

＜備考＞

徒歩約３０分 コインランドリーは徒歩６分に店舗がございます。

広島市

広島駅前グリーンホテル
１泊素泊まり

￥６，２００～

￥５，８００～

￥５，１００～

広島市

広島インテリジェント

ホテルアネックス

1泊素泊まり
￥６，６００～

￥５，７００～

＜会場アクセス＞

設定なし

＜会場アクセス＞

￥４，３００～

会場まで約２．１キロ ＜備考＞　和室は宿泊人数により料金が変更となります。

徒歩約３０分 コインランドリーは徒歩６分に店舗がございます。

内容：和食/洋食セットメニュー

＜備考＞

徒歩約２０分 コインランドリーは徒歩２分に店舗がございます。

広島市

チサンホテル広島
１泊素泊まり

￥６，９００～

設定なし

設定なし

＜会場アクセス＞ 設定なし

会場まで約１．５キロ

朝食付は＋￥１，１００

内容：和洋食バイキング

京王観光（株）関西事務所　担当　小畑　翔
〒550-0011  大阪府大阪市西区阿波座1－3－15JEI西本町ビル6F

TEL　０６－６５４１－７６３１　・　FAX　０６－６５４１－７６３６

携帯：０８０－４３３６－８４２２ E-mail s.obata@keio-kanko.co.jp　

☆お申込の際はメールやFAX等でお願いします。（電話予約不可）

内容：軽食

（パン・おにぎり・味噌汁等）

朝食付は＋￥１，０００

内容：和洋食バイキング

朝食付は＋￥９００



大浴場 ○ シングル

会議室 ○ ツイン

氷提供 ○ トリプル

アメニティ ○ その他

コインランドリー ３台

コンビニ（徒歩） ５分

大浴場 ○ シングル

会議室 ○ ツイン

氷提供 ○ トリプル

アメニティ ○ その他

コインランドリー ４台

コンビニ（徒歩） １分

◎お申込先

エリア ホテル名 設備 宿泊条件 宿泊料金（税込）

設定なし

＜会場アクセス＞ ※無料朝食です。 設定なし

第６４回　中四国学生バドミントン選手権大会
会場:広島県立総合体育館

～宿泊施設のご案内～

宿泊期間：２０２０年６月１８日（木）～６泊７日

会場まで約１．５キロ ＜備考＞　

徒歩約２０分 コインランドリーは徒歩８分店舗がございます。

広島市

ホテル法華クラブ広島
１泊素泊まり

￥８，４００～

￥７，３００～

朝食付は＋￥１，１００

広島市

アークホテル広島駅南
１泊朝食付

￥８，８００～

設定なし

内容：和洋食バイキング

徒歩約２０分 コインランドリーは徒歩７分店舗がございます。

設定なし

＜会場アクセス＞ 内容：和洋食バイキング 設定なし

会場まで約１．４キロ ＜備考＞

京王観光（株）関西事務所　担当　小畑　翔
〒550-0011  大阪府大阪市西区阿波座1－3－15JEI西本町ビル6F

TEL　０６－６５４１－７６３１　・　FAX　０６－６５４１－７６３６

携帯：０８０－４３３６－８４２２ E-mail s.obata@keio-kanko.co.jp　

☆お申込の際はメールやFAX等でお願いします。（電話予約不可）


