
第48回西日本バレーボール大学男子選手権大会　参加大学　各位

ご宿泊につきましては、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。

ホテルのお手配につきましては先着順での受付となりますので、

ご希望のホテルにて手配できない場合もございます。あらかじめご了承ください。

広島までの交通機関（JR・貸切バス・レンタカー 等）をお手配させて頂きます。

団体料金を適用して割安な手配も可能ですのでお声がけ下さい。

JR学生団体等のお手配にはお時間がかかりますのでお早めにご連絡ください。

大会開催期間中のお弁当のお手配をさせて頂きます。

大会会場にて受け渡し予定（11:00頃）

料金　1食お茶付　＠770円税込

宿泊・交通・弁当 手配のご案内

第48回西日本バレーボール大学男子選手権大会

【宿泊のご案内】

【弁当のご案内】

【交通のご案内】

拝啓　時下ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度2022年6月30日（木）～7月3日（日）、広島県立総合体育館他において

「第48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。

今大会のご宿泊等につきましては、京王観光株式会社関西事務所にご協力いただいております。

以下旅行会社の案内をご確認の上、直接旅行会社にお問合せ下さい。

尚、旅行契約については、旅行会社と各大学で個別のご締結いただくようお願い申し上げます。

敬具

大会主管：中国大学バレーボール連盟

拝啓

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「第48回西日本バレーボール大学男子選手権大会」につきましては、

連盟様よりご協力依頼され、参加校の皆様へ大会期間中のご宿泊先を

弊社にてご用意させて頂きました。

ご案内させて頂く施設は弊社で新型コロナウイルス感染予防対策チェック表に沿って

感染予防対策を確認している宿泊施設となります。

各大学様からのご依頼をお待ちしております。

敬具

京王観光株式会社旅行事業部　関西事務所



①下記アドレスへのメール（件名：西日本バレー男子・新規依頼）、または事務所宛てにFAXを送付。

②ご依頼いただいた内容を弊社にて確認後、担当者より御見積書（企画書面）をご提出。

③ご提出した御見積書（企画書面）の内容でよろしければ弊社へ正式ご予約のご連絡。

④正式ご予約連絡後、弊社よりご依頼書記載のご住所に旅行申込書を送付。

⑤旅行申込書到着後、ご署名とご捺印の上、弊社へご返送。弊社到着にてご契約成立。

※弊社営業時間内にてご依頼ください。※期日以降のご依頼についてはご相談下さい。

お申込後のご変更およびお取消につきましては、必ず弊社担当者までメール又はFAXにて

ご変更・お取消内容の詳細のご連絡をお願い致します。（件名：西日本バレー男子・変更or取消）

電話のみのご変更・お取消のご連絡は受付けできませんので、予めご了承下さいませ。

ご返金につきましては、大会終了後にご指定の口座にご返金いたします。

別紙『取消料のご案内』をご参照ください。

【取扱旅行会社・お問い合わせ先】
〒550-0011　大阪市西区阿波座１丁目３－１５関電不動産西本町ビル６F

京王観光株式会社旅行事業部　関西事務所
TEL :０６－６５４１－７６３４／FAX :０６－６５４１－７６３６

E-mail: kansai.team-b@keio-kanko.co.jp

営業時間：０９:００ ～ １８:００（土・日・祝日は休業）

　担当：小山（こやま）・小峰（こみね）・埜口（のぐち）
総合旅行業務取扱管理者：酒井　慎一

【振込口座】三菱UFJ銀行　振込第一支店　当座（9530900）　京王観光株式会社

≪メールまたはFAXにてご依頼書の送付をお願いします≫

ご返送いただいた旅行申込書を確認後『ご請求書』を依頼書記載のメールアドレスへお送りします。

ご確認後、お間違いなければ６月１７日（金）迄に指定口座にお振込をお願いいたします。

なお、恐れ入りますが振込手数料はご負担頂きますようお願い申し上げます。

【取消料について】

【宿泊・交通・弁当　ご依頼～ご予約～ご契約までの流れ】

【申込期限】

【旅行代金のご精算】

【申込後の変更、取消について】

※交通のみのお手配に関しては、別途ご案内させて頂いた上、お客様と受注型企画旅行もしくは手配旅行契約を締結させて頂きます。

※弁当のみのお手配に関しては、お客様と業務委託契約を締結させて頂きます。

２０２２年５月２７日（金）１８：００　〆切



大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 ×

コインランドリー ○

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～11：00

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 ○

コインランドリー ○

コンビニ 徒歩1分

チェックイン 16：00～

チェックアウト ～10：00

駐車場 ○

大浴場 ○

冷蔵庫 ○

氷の対応 ×

コインランドリー ○

コンビニ 徒歩2分

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～10：00

駐車場 ×

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 ○

コインランドリー ○

コンビニ 徒歩5分

チェックイン 14：00～

チェックアウト ～11：00

駐車場 ○

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 ×

コインランドリー ○

コンビニ 徒歩5分

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～11：00

駐車場 ×

大浴場 ○

冷蔵庫 ○

氷の対応 ×

コインランドリー ○

コンビニ 徒歩5分

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～11：00

駐車場 ×

■上記、施設以外にも宿泊施設のお取り扱いございます。お問い合わせください。

¥7,700
【会場までのアクセス】

路線バス＋徒歩で約20分
　　食事なしですが、ホテル提供の

無料朝食（おにぎらず弁当）サービスをご利用いただけます

¥6,600
【会場までのアクセス】

路線バス＋徒歩で約20分

朝食付（セットメニュー）￥7,480

広島駅　周辺

¥8,300

第48回西日本バレーボール大学男子選手権大会　 参加大学ご担当者 様

3

ヴィアイン広島新幹線口

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

朝食付（セットメニュー）￥9,200

第48回西日本バレーボール大学男子選手権大会
宿泊期間：2022年6月29日（水）in ～7月3日（日）out　最大4泊5日

会場：広島県立総合体育館　他

NO ホ テ ル 名

ご宿泊代金

（１泊・定員利用・お１人様あたり）

（サービス料・消費税込）

備 考 アクセス

○

¥5,500

※食事対応不可

※7/1(金)、7/2(土)は ¥6,500

〒732-0822

広島県広島市南区松原町10-27

TEL 082-264-3939

最寄り駅：JR広島駅（徒歩3分）

コンビニ 徒歩1分

駐車場

ホテルサンパレス 〒732-0822

広島県広島市南区松原町10-12

TEL 082-264-6111

最寄り駅：JR広島駅（徒歩3分）

1泊食事なし

4

ベッセルイン広島駅前

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥8,200
　　朝食付（バイキング）￥9,200

〒732-0822

広島県広島市南区松原町1番6号

TEL 082-568-5489

最寄り駅：JR広島駅（徒歩3分）

〒732-0804

広島市南区西蟹屋一丁目1番1号

TEL 082-568-1177

最寄り駅：JR広島駅（徒歩7分）

【会場までのアクセス】

路線バス＋徒歩で約20分

5

KOKO HOTEL 広島駅前

＊食事会場は基本的に貸切ではございません。時間帯によっては混雑する場合があります。予めご了承ください。

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥7,800
　　朝食付（セットメニュー）￥8,680

■負け帰り対応可能ホテル…敗退後、18:00迄にご連絡を頂き、敗退当日のご宿泊をして頂ければ翌日以降のキャンセル料を免除させて頂きます。

〒732-0828

広島県広島市南区京橋町10-3

TEL 082-568-5056

最寄り駅：JR広島駅（徒歩6分）

6

グリーンリッチホテル広島新幹線口 〒732-0053

広島県広島市東区若草町22-14

TEL 082-263-5555

最寄り駅：JR広島駅（徒歩2分）

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

＊上記のご宿泊料金は、税金・サービス料 込みの料金になります。

＊お客様のご都合によりご予約をお取消しされる場合は、別紙記載の取り消し料を頂戴いたします。

＊食事スタイルは当日の状況によって変更になる場合があります。予めご了承ください。

1

広島駅前グリーンホテル
1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

※食事対応不可

ツインルーム（2名1室利用）＜バス・トイレ付＞

2

シングル・ツイン・トリプルルーム＜バス・トイレ付＞

【会場までのアクセス】

路線バス＋徒歩で約20分

【会場までのアクセス】

路線バス＋徒歩で約20分

¥6,500
※7/1(金)、7/2(土)は ¥8,500

【会場までのアクセス】

路線バス＋徒歩で約20分

負け帰り

対応可能

負け帰り

対応可能



大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 ×

コインランドリー 徒歩15分

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～10：00

大浴場 男性専用

冷蔵庫 ○

氷の対応 ○

コインランドリー ○

コンビニ 徒歩3分

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～10：00

駐車場 ○

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 ×

コインランドリー ○

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～11：00

大浴場 ○

冷蔵庫 ○

氷の対応 ×

コインランドリー ○

コンビニ 徒歩1分

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～10：00

駐車場 ○

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 要相談

コインランドリー ○

コンビニ 徒歩1分

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～11：00

駐車場 ○

■上記、施設以外にも宿泊施設のお取り扱いございます。お問い合わせください。

朝食付（セットメニュー） \8,300

【会場までのアクセス】

徒歩5分

朝食付（セットメニュー） \10,100
コンビニ 徒歩3分

ツインルーム(2名1室利用)＜バス・トイレ付＞

¥7,000

洋室3名～4名1室利用＜バス・トイレ付＞

駐車場

第48回西日本バレーボール大学男子選手権大会　 参加大学ご担当者 様

■負け帰り対応可能ホテル…敗退後、18:00迄にご連絡を頂き、敗退当日のご宿泊をして頂ければ翌日以降のキャンセル料を免除させて頂きます。

＊上記のご宿泊料金は、税金・サービス料 込みの料金になります。

第48回西日本バレーボール大学男子選手権大会
宿泊期間：2022年6月29日（水）in ～7月3日（日）out　最大4泊5日

会場：広島県立総合体育館　他

大会会場　周辺

○

7

ホテルメルパルク広島 〒730-0011

広島県広島市中区基町6-36

TEL 082-222-8501

最寄り駅：紙屋町西駅（徒歩1分）

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥8,800

＊食事スタイルは当日の状況によって変更になる場合があります。予めご了承ください。

〒730-0017

広島県広島市中区鉄砲町5-20

TEL 082-511-5211

最寄り駅：八丁堀駅（徒歩3分）

【会場までのアクセス】

徒歩15分（路線バスあり）

NO ホ テ ル 名

ご宿泊代金

（１泊・定員利用・お１人様あたり）

（サービス料・消費税込）

備 考 アクセス

11

＊お客様のご都合によりご予約をお取消しされる場合は、別紙記載の取り消し料を頂戴いたします。

＊食事会場は基本的に貸切ではございません。時間帯によっては混雑する場合があります。予めご了承ください。

¥7,700

アーバイン広島セントラル

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

〒730-0012

広島市中区上八丁堀8-16

TEL 082-221-1231

最寄り駅：八丁堀駅（徒歩5分）

【会場までのアクセス】

徒歩10分

¥7,70010

ホテル法華クラブ広島

8

広島パシフィックホテル

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥7,700
 　 　食事なしですが、ホテル提供の

無料朝食（バイキング）サービスをご利用いただけます

朝食付（バイキング）￥8,800

 　 　朝食付 \8,300

〒730-0037

広島県広島市中区中町7-7

TEL 082-248-3371

最寄り駅：袋町駅（徒歩5分）

【会場までのアクセス】

徒歩15分（路線バスあり）

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

朝食付 \6,930
駐車場 ○

※7/2(土)は 食事なし¥7,700　朝食付\9,130

朝食付（セットメニュー） \7,100

¥5,800

9

ホテルマイステイズ広島平和公園前 〒730-0051

広島県広島市中区大手町3-3-1

TEL 082-536-2031

最寄り駅：中電前駅（徒歩2分）

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥8,500
朝食付 \9,930

コンビニ 徒歩約1分
※7/2(土)は 食事なし¥11,800　朝食付\13,230

ツインルーム（2名1室）＜バス・トイレ付＞

¥5,500 【会場までのアクセス】

徒歩15分（路線バスあり）

負け帰り

対応可能

負け帰り

対応可能

負け帰り

対応可能

負け帰り

対応可能



大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 ×

コインランドリー ○

チェックイン 14：00～

チェックアウト ～11：00

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 ×

コインランドリー ○

コンビニ 徒歩1分

チェックイン 14：00～

チェックアウト ～11：00

駐車場 ○

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 ×

コインランドリー ○

コンビニ 徒歩1分

チェックイン 14：00～

チェックアウト ～11：00

駐車場 ○

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 ×

コインランドリー ×

コンビニ 徒歩1分

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～11：00

駐車場 ×

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 ×

コインランドリー ○

コンビニ 徒歩1分

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～10：00

駐車場 ×

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷の対応 ○

コインランドリー ○

コンビニ 徒歩1分

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～11：00

駐車場 ○

■上記、施設以外にも宿泊施設のお取り扱いございます。お問い合わせください。

〒730-0034

広島県広島市中区新天地2-7

TEL 082-553-2222

最寄り駅：八丁堀駅（徒歩2分）

第48回西日本バレーボール大学男子選手権大会　 参加大学ご担当者 様

第48回西日本バレーボール大学男子選手権大会
宿泊期間：2022年6月29日（水）in ～7月3日（日）out　最大4泊5日

会場：広島県立総合体育館　他

大会会場　周辺

NO ホ テ ル 名

ご宿泊代金

（１泊・定員利用・お１人様あたり）

（サービス料・消費税込）

備 考 アクセス

12

ひろしま国際ホテル 〒730-0032

広島県広島市中区立町3-13

TEL 082-248-2323

最寄り駅：立町駅（徒歩1分）

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

15

三井ガーデンホテル広島

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

14

広島ワシントンホテル

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥8,800
朝食付 \9,900

※7/2(土)は 食事なし¥12,300　朝食付\13,400

17

チサンホテル広島
1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥7,500

食事なしですが、ホテル提供の

無料朝食（バイキング）サービスをご利用いただけます

※7/2(土)は ¥8,500

16

ホテルエスプル広島平和公園
1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

【会場までのアクセス】

徒歩20分（路線バスあり）

朝食（サンドイッチ等の軽食）付 \8,500

¥7,500

＊食事スタイルは当日の状況によって変更になる場合があります。予めご了承ください。

■負け帰り対応可能ホテル…敗退後、18:00迄にご連絡を頂き、敗退当日のご宿泊をして頂ければ翌日以降のキャンセル料を免除させて頂きます。

＊上記のご宿泊料金は、税金・サービス料 込みの料金になります。

＊お客様のご都合によりご予約をお取消しされる場合は、別紙記載の取り消し料を頂戴いたします。

【会場までのアクセス】

徒歩20分（路線バスあり）

〒730-0037

広島県広島市中区中町9-12

TEL 082-240-1131

最寄り駅：袋町駅（徒歩5分）

【会場までのアクセス】

徒歩20分（路線バスあり）

〒730-0041

広島県広島市中区小町3-17

TEL 082-541-5555

最寄り駅：中電前駅（徒歩1分）

＊食事会場は基本的に貸切ではございません。時間帯によっては混雑する場合があります。予めご了承ください。

〒730-0016

広島県広島市中区幟町14-7

TEL 082-511-1333

最寄り駅：銀山町駅（徒歩1分）

【会場までのアクセス】

徒歩20分（路線バスあり）

¥7,700
朝食付 \9,350

※7/2(土)は 食事なし¥8,250　朝食付\9,900

¥9,500
※食事対応不可

コンビニ 徒歩1分

ツインルーム（2名1室利用）＜バス・トイレ付＞

¥9,000 【会場までのアクセス】

徒歩15分（路線バスあり）※食事対応不可
駐車場 ○
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ダイワロイネットホテル広島 〒730-0042

広島市中区国泰寺町1-3-20

TEL 082-545-2955

最寄り駅：中電前駅（徒歩1分）

1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥7,950
【会場までのアクセス】

徒歩20分（路線バスあり）

朝食付（セットメニュー）\8,830

※7/2(土)は 食事なし\8,500　朝食付\9,380

負け帰り

対応可能

負け帰り

対応可能



※手配旅行契約の場合、上記取消料と異なります。別途、ご案内させて頂きます。

※業務委託契約の場合、上記取消料と異なります。別途、ご案内させて頂きます。

負け帰り措置＜特約＞※旅行開始後、試合の勝敗により契約内容が変更になった場合のお取消料について

※負け帰りの取り消しのご連絡に関しては、試合敗戦当日の18：00までに弊社担当者までご連絡下さい。

交通のみのお申込みも可能です。ご検討ください。別途、受注型企画旅行もしくは手配旅行契約を締結させて頂きます。

第48回西日本バレーボール大学男子選手権大会
宿泊期間：2022年6月29日（水）in ～7月3日（日）out　最大4泊5日

第48回西日本バレーボール大学男子選手権大会　 参加大学ご担当者 様

※お申込後のご変更およびお取消につきましては、必ずメール又はFAXにてご連絡お願いいたします。

会場：広島県立総合体育館　他

弁当のご案内

大会期間中のお弁当をお手配させて頂きます。

交通のご案内

広島までの交通機関（ＪＲ・貸切バス・レンタカー 等）をお手配させて頂きます。

団体料金を適用して割安な手配も可能ですのでお声がけ下さい。

JR学生団体等のお手配にはお時間がかかりますのでお早めにご連絡ください。

スポーツ大会向けのボリューム満点のお茶付きのお弁当を各会場へ配達させて頂きます。

料金　１食お茶付　＠７７０円税込

弁当のみのお申込みも可能です。ご検討ください。別途、業務委託契約を締結させて頂きます。

取消料のご案内

受注型企画旅行契約の成立後の取消につきましては下記の取消料が発生いたします。（企画書面記載）

宿泊代金の20％

宿泊代金の30％

営業時間内(平日09:00～18:00)にお願いいたします。

⇒メール又はFAX送信後に着信のご連絡を弊社担当者まで宜しくお願いいたします。

旅行代金の40％

取消料

なし

取消日

①ご宿泊開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以前

②ご宿泊開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降

（③～⑥を除く）

③ご宿泊開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降

（④～⑥を除く）

④ご宿泊開始日の前日

取消申し出日の翌日の宿泊予約に対して なし

取消申し出日の２日後の宿泊予約に対して なし

旅行代金の50％

旅行代金の100％

⑤ご宿泊開始日（⑥を除く）

⑥ご宿泊開始後または無連絡不参加の場合

取消日 取消料

負け帰り対応可能施設のみ試合の結果（敗戦時）により、予約期間中に旅行解除をする場合のみ、便宜を図計らい以下の取消料を適用をいたします。

下記「取消申し出日」とは、お客様が当社指定の連絡先の指定時間内に取消する旨をお申し出頂いた時を基準とします。（負け帰り措置可能ホテルのみ適用）

取消申し出日　当日の宿泊予約に対して 宿泊代金の100％


