
第４０回全国 JOCジュニアオリンピックカップ 

夏季水泳競技大会（水球競技） 

＜宿泊、交通、昼食のご案内＞ 
 
大会期間 平成２９年０８月２２日（火）～０８月２６日（土） 

 
大会会場 東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム（旧なみはやドーム） 

大阪府門真市三ツ島３丁目７－１６ 
                                           

 

拝啓 

  初夏の候、皆様方におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

  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、第４０回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会（水球競技）が 

平成２９年０８月２２日～２６日にかけて大阪府門真市 東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム（旧なみはやドーム） 

にて開催されます。 

このたび本大会出場の選手、コーチの皆様の宿泊、交通、弁当の手配が完了いたしましたのでご案内いたします。 

 弊社では、選手の皆様に通常よりも安い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。 

 

                                            敬具 

 

                                  京王観光株式会社 大阪支店 
                                         支店長 渡辺健司 
 

 

   弊社では、下記の項目について誠心誠意お手伝いさせて頂きます。 

① 大会宿泊施設のご案内 

② ホテルよりプールまでの交通手段について 

③ 大阪までの交通アクセスの手配について 

      ④  大会における昼食（お弁当）手配について 

       

 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、予定仕入部屋数、プールまでの所要時間、 

大阪までの交通手配、昼食などについて明記しております。 

先着順に申し込みを受け付けておりますので、プールへ便利なホテル、価格のリーズナブルなホテルなどは、 

比較的早くに満室になることがあります。また申し込み期限間際は、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むずかしいと思われますが、予定人員で結構ですので別紙申込書に 

ご記入の上なるべく早い目にお申し込みいただけますようご案内申し上げます。 

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下さい。 

 

                

                 

京王観光株式会社大阪支店（観光庁長官登録一般旅行業第１種第１０号） 
 

〒５５０－００１１ 大阪府大阪市西区阿波座１－３－１５ＪＥＩ西本町ビル６階 
                                  ＴＥＬ０６－６５４１―７６３４ 
                                  ＦＡＸ０６－６５４１－７６３６ 
                                                  担当 清水繕雄 
 
 



１） 宿泊のご案内 
≪宿泊期間≫    平成２９年０８月２１日（月）～０８月２５日（金）基本５泊 

 （前後の日程についてもご希望の方は、お手配いたしますのでお申し出ください。） 

   ホテル名 タイプ 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ 

ホテルアゴーラ 
    大阪守口   
プールまでの所要時間 

タクシーにて約１２分 

＜バス駐車場＞ 

バス駐車場はありません 

（別項参照） 

Ａ－１ 

 

１泊朝食付き税サ込み ＠ ９，１００円（シングル） 

＠ ８，１００円（ツイン以上おまかせ） 

ホテル仕入数   最大８０名分 ツイン、トリプル４０部屋 

守口市河原町１０－５ 

京阪守口市駅下車すぐ 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

夕食 設定なし 

＊プールへ一番近く、便利なホテルです。大会関係は、慣れております。 

＊比較的新しくきれいなホテルです。 

大阪守口プラザホテル 

      大日駅前 

 

 

 

プールまでの所要時間 

タクシーにて１０分 

＜バス駐車場＞ 

マイクロバス２台まで可 

予約制１台１泊 1,700円 

Ｂ－１ １泊朝食付き税サ込み 

（朝食無料サービス） 

＠ ７，２００円（シングル） 

現在宿泊可能日は２１日（月）、２２日（火）、

２３日（水）３泊のみです。 

（２４日、２５日はキャンセル待ちです） 

ホテル仕入数  約３０名分 シングル３０部屋  

守口市八雲東町２－８２－３５ 

地下鉄谷町線大日駅下車すぐ 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

夕食 設定なし 

＊プールへは比較的近くて、便利なホテルです。＊朝食は０６：３０～ 

＊夕食対応はありませんが近くにショッピングモールがあります。 

＊大会関係は、慣れております。 

大阪キャッスル 
ホテル 

プールまでの所要時間 

京阪線京橋駅乗換 

地下鉄長堀鶴見緑地線 

にて約２５分 

 

＜バス駐車場＞ 

バス駐車場はありません 

（別項参照） 

Ｃ－１ １泊朝食付き税サ込み ＠１０，２６０円（シングル） 

＠ ９，１８０円（ツイン） 

＠ ８，６４０円（トリプル） 

＠ ８，１００円（フォース） 

ホテル仕入数 

        約３６名分 

シングル ５部屋、ツイン ５部屋 

トリプル ３部屋、フォース ３部屋 

大阪市中央区天満橋京町１－１ 

京阪電車天満橋駅下車すぐ 

＜食事条件＞朝食 セットメニュー 

            夕食 セットメニュー 

＊プールへは比較的近くて、京阪電車⇒地下鉄１回乗り換えで行けます。 

＊大会関係は、慣れております。 

ホテル大阪 
ＫＥＩＫＯ 
 
 

お部屋を改装しました 

 
 
 
 
プールまでの所要時間 

地下鉄堺筋線、長堀鶴見 

緑地線にて約３０分 

＜バス駐車場＞ 

ホテルにて駐車可能 

予約制台数制限あり 

１泊１台３，０００円 

Ｄ－１ 

 

１泊朝食付き税サ込み 

 

＠ ６，４００円（シングル） 

＠ ６，１５０円（ツイン、トリプル） 

＠ ４，９００円（４名以上和室おまかせ） 

Ｄ－２ 

 

１泊２食付き税サ込み 

 

＠ ８，９００円（シングル） 

＠ ８，６５０円（ツイン、トリプル） 

＠ ７，４００円（４名以上和室おまかせ） 

ホテル仕入数  約７７名分 お部屋お任せ７７名分 

大阪市中央区高津町２－３－６ 

地下鉄堺筋線日本橋駅下車徒歩３分 

＜食事条件＞朝食 バイキング 

      夕食  バイキング 

＊大阪市内では非常に料金が安いホテルです。 

＊朝食０６：００～ 

＊昨年度改装し部屋がきれいになりました。 

＊今年度から夕食もバイキングになりました。 

＊大会などでお泊りのお客様が多くホテルも慣れています。 

＊ツイン、トリプル、和室のお泊りがお勧めです。 

＊和室は１室８名、１２名、１５名などになります。 

 

 

 

 

 



ホテル名 タイプ 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ 

ホテルＮＣＢ 
 
プールまでの所要時間 

京阪電車、地下鉄長堀 

鶴見緑地線にて約３５分 

 

＜バス駐車場＞ 

ホテルにて駐車可能 

予約制台数制限あり 

１泊1台１，６００円 

Ｅ－１ １泊朝食付き税サ込み ＠ ７，８００円（シングル） 

＠ ７，３００円（ツイン） 

Ｅ－２ １泊２食付き税サ込み ＠ ９，９００円（シングル） 

＠ ９，４００円（ツイン） 

ホテル仕入数 ３０名分 シングル ２０部屋 ツイン ５部屋 

大阪市北区中之島６－２－２７ 

京阪中之島線中之島駅下車徒歩３分 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

夕食 セットメニュー 

＊プールへは、１回乗り換えで行けます。（駅までが近いです） 

＊大会関係は、慣れております。＊朝食は０６：３０～になります。 

＊夕食はリーガロイヤルホテルの経営レストランですので定評があります。 

新大阪ホテル 
 
＜送迎バス付き＞ 
プールまでの所要時間 

約３５分～４０分 

＜バス駐車場＞ 

マイクロバスなら 

駐車ＯＫ 無料 

大型バスの場合、満車の

場合新大阪駅駐車場にな

ります。１泊約10,000円 

Ｆ－１ １泊朝食付き税サ込み ＠ ７，４００円（部屋お任せ） 

Ｆ－２ １泊２食付き税サ込み ＠ ８，９００円（部屋お任せ） 

ホテル仕入数 ６０名分 お部屋おまかせ６０名（コーチ、監督は、シングル） 

大阪市淀川区西中島２－１１－２１ 

地下鉄西中島南方駅下車徒歩５分 

＜食事条件＞ 朝食 セットメニュー 

       夕食 セットメニュー 

＊プールへは距離がありますが、ホテルバスで送迎いたします。 

（極力ご希望お聞きしますが、お時間はご希望に添えない場合もあります） 

＊大会に慣れております。料金が非常にリーズナブルです。 

＊朝食は、０６：３０～（変更の場合あります） 

宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ 

ナンバプラザホテル 
 

 

 

 

 

 

 

プールまでの所要時間 

地下鉄堺筋線、長堀鶴見 

緑地線にて約３０分 

 

＜バス駐車場＞ 

バス駐車場はありません 

（別項参照） 

Ｇ－１ １泊朝食付き税サ込み ＠ ７，４００円（シングル） 

＠ ６，９００円（ツイン） 

＠ ６，４００円（トリプル） 

＠ ５，４００円（４名１室） 

Ｇ－２ １泊２食付き税サ込み ＠ ８，９００円（シングル） 

＠ ８，４００円（ツイン） 

＠ ７，９００円（トリプル） 

＠ ６，９００円（４名１室） 

ホテル仕入数 ５４名分   シングル２５部屋、ツイン ８部屋 

  トリプル ３部屋、フォース１部屋 

大阪市中央区難波千日前１－２０ 

地下鉄堺筋線日本橋駅下車徒歩３分 
＜食事条件＞朝食 セットメニュー 

       夕食 セットメニュー 

＊大阪市内では非常に料金が安いホテルです。＊朝食０６：１５～ 

＊大会などでお泊りのお客様が多くホテルも慣れています。 

＊ツイン、トリプル、４名１室のお泊りがお勧めです。 

＊繁華街に位置していますので朝食付きの場合食事場所はたくさんあります。 

ニュー 
オリエンタルホテル 
 
 
 

プールまでの所要時間 

地下鉄中央線、長堀鶴見 

緑地線にて約３０分 

 

＜バス駐車場＞ 

バス駐車場はありません 

（別項参照） 

Ｈ－１ １泊朝食付き税サ込み ＠ ７，８００円（洋室部屋お任せ） 

Ｈ－２ １泊２食付き税サ込み ＠ ８，９５０円（洋室部屋お任せ） 

ホテル仕入数 ４０名分 ツイン、トリプルベース 洋室部屋お任せ 

＊コーチの方は、シングルにてご準備 

なおシングルは、シャワーのみになります。 

 

大阪市西区西本町２－６－１０ 

地下鉄中央線阿波座駅下車すぐ 
＜食事条件＞朝食 バイキング 

       夕食 セットメニュー 

＊地下鉄の駅降りた目の前がホテル。プールへも１回乗り換えで便利です。 

＊大阪市内では非常に料金が安いホテルです。＊大会に慣れています。 

＊夕食取らない場合も近くに定食屋さん数件あります。 

＊館内に大浴場があります。 

 

 



ホテル名 タイプ 宿泊条件 宿泊料金（税込）部屋タイプ 

Ｕコミュニティ 
ホテル 

 

 

 

プールまでの所要時間 

車、バス、タクシーなど 

約２０分 

 
＜バス駐車場＞ 

ホテル駐車料金は 
かかりません。 

Ｊ－１ １泊朝食付き税サ込み ＠ ７，９００円（シングル） 

＠ ７，４００円（ツイン） 

＠ ６，９００円（トリプル、フォース 

Ｊ－２ １泊２食付き税サ込み ＠ ８，８００円（シングル） 

＠ ８，３００円（ツイン） 

＠ ７，８００円（トリプル、フォース） 

ホテル仕入数 １１３名分 シングル３０部屋、ツイン１５部屋 

 トリプル１５部屋、フォース２部屋 

東大阪市御厨栄町１－３－３０ 

近鉄奈良線河内小阪駅下車徒歩５分 

＜食事条件＞朝食 バイキング 

       夕食 セットメニュー 

＊スクールでバスをお持ちの方は便利です。 

 （スクールでバスにて来場の方は、ご利用のバスでプールへお越し下さい） 

＊大会関係は、慣れております。 

ホテルセイリュウ 
 
＜送迎バス付き＞ 

 
 

 
プールまでの所要時間 

送迎バスにて約２５分 
 
＜バス駐車場＞ 

ホテル駐車料金は 
かかりません。 
 

Ｋ－１ １泊朝食付き税サ込み ＠ ７，８８０円（和室定員ベース） 

Ｋ－２ １泊２食付き税サ込み ＠ ９，５００円（和室定員ベース） 

ホテル仕入数 １００名分 和室ベース１００名分 

東大阪市上石切町１－１１－１２ 

近鉄奈良線石切駅下車徒歩５分 

＜食事条件＞朝食 セットメニュー 

       夕食 セットメニュー 

＊スクールでバスをお持ちの方は便利です。 

 （スクールでバスにて来場の方は、ご利用のバスでプールへお越し下さい） 

＊バスのない方は、プールまで送迎バスを運行いたします。 

（すべてのスクール様のご希望をお聞きして運行時間を決定しますが、状況に 

よりお時間お変更をお願いする場合があります。その際はご容赦下さい） 

＊大会関係は、慣れております。＊ホテル内に温泉があります。 

＊近くに食事できるところがない為、２食付をお勧めします。 

ホテル 
ニューコマンダー 
 
 
 

 

＜バス駐車場＞ 

ホテルにて駐車可能 

予約制台数制限あり 

１泊１台２，５００円 

 

プールまでの所要時間 

タクシーなど１７分 

Ｌ－１ 

 

１泊朝食付き税サ込み ＠ ７，３００円（シングル） 

＠ ６，３００円（ツイン） 

＠ ５，１００円（トリプル、４名１室） 

Ｌ－２ １泊２食付き税サ込み ＠ ８，８００円（シングル） 

＠ ７，８００円（ツイン） 

＠ ６，６００円（トリプル、４名１室） 

ホテル仕入数 ６０名分 シングル １５部屋、ツイン ６部屋 

トリプル ９部屋、４名１室 １部屋 

寝屋川市木田町１７－４ 

京阪寝屋川市駅下車徒歩６分 

＜食事条件＞朝食 セットメニュー 

夕食 セットメニュー 

＊スクールでバスをお持ちの方は便利です。 

 （スクールでバスにて来場の方は、ご利用のバスでプールへお越し下さい） 

＊朝食は０６：１５～ 

＊大会関係は、慣れております。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊上記以外のホテルご希望の場合は、お知らせ下さい。別途お調べいたします。 

     なお昨今のホテルの混雑状況により増室並びに手配できない場合があります。 

     その際はご容赦ください。 

＊大会会場までアクセス（地下鉄利用）の便利なホテル、料金が比較的お得なホテル、 

大会などの受け入れに慣れているホテルを中心に選定しております。 

    ＊食事について                                     

    ：朝食については、ホテルによってバイキング、セットメニューの所がございます。 

    ：夕食については、ホテルによってセットメニュー対応のホテルと、バイキング対応のホテル   

     がありますので参考にして下さい。なお朝食、夕食メニューは、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。（バイキング⇔セットメニューなど）その際はご了承ください。 

    ：会場については、ホテル内レストラン、宴会場を利用する予定です。 

    ＊コンビニエンスストアについては，各ホテルから至近距離にありますので御利用下さい。 

 

＜バスの駐車について＞ 

大型バス、マイクロバスが駐車できるホテルを明記していますので御確認下さい。 

なお大型バス、マイクロバスが駐車できるホテルは多くありません。 

近隣の大型バス駐車場の概要を明記しますので参考にして下さい。 

＊大阪城公園南バス駐車場  （大阪市中央区大阪城） 地下鉄中央線森ノ宮駅徒歩５分 

                     料金：１時間３５０円（夜間22：00～翌朝08：00）                 

                         １時間７００円（08：00～22：00） 

      ＊ヒガシ森ノ宮第二駐車場（大阪市中央区森ノ宮中央２丁目）地下鉄中央線森ノ宮駅下車すぐ 

                      料金：大型    ７，０００円（18：00～翌朝08：00） 

                          マイクロ  ６，０００円（18：00～翌朝08：00） 

      ＊長堀バス駐車場（大阪市西区新町１－５－６）地下鉄四ツ橋線四ツ橋駅下車すぐ 

      ＊東長堀バス駐車場（大阪市中央区南船場１－１８－１２）地下鉄堺筋線長堀橋駅下車すぐ 

                      料金：6時間～10時間 ８，０００円 

      ＊Ｕコミュニティホテル、ホテルセイリュウの宿泊のチームの方は、駐車料金はかかりません。 

 

２）≪プールまでのアクセスについて≫ 
     大会が開催されます “なみはやドーム”は大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線門真南駅下車すぐです。 

     ホテルの欄のところにプールまでの地下鉄での所要時間を明記していますので参考にして下さい。 

３）≪大阪までの交通機関について≫ 
      大阪までの交通機関のお手配もいたします。ＪＲ新幹線、ＪＲ在来線特急の団体割引のほか 

団体割引航空券など可能な限り皆様が有利な条件で利用できるようご案内させていただきます。 

お申し込みは、別紙申込用紙にご記入の上宿泊と一緒にお申し込み下さい 

     航空券：特定便割引運賃 前日までに空席があれば御利用いただけます。（席数制限あり） 

                （一部７日目までの特定便割引運賃設定の路線もあります） 

        ：団体割引運賃 路線、利用便によって料金が設定されています。また便によって団体枠が 

              売切れの場合は、お取りできませんので早い目のお申し込みをお勧めします。 

              最低５名以上でご利用いただけます。 

                         変更、取り消しに関する手数料は、各運輸機関の営業規則によります。 

４）≪弁当について≫ 
     大会５日間日替わりです。  料金：１食単価  ＠８６４円（税込）（お茶付き） 

     また、お弁当のみのお申し込みも承ります。  

     大会会場にてスクールごとに１０：３０以降にお渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



５）≪お申し込み方法とご回答について≫ 
     別紙申込用紙に必要事項をご記入の上 京王観光（株）大阪支店までＦＡＸ又は、メールにて 

     のお申込みになります。 

 
京王観光株式会社大阪支店 

 〒５５０－００１１ 大阪府大阪市西区阿波座１－３－１５ＪＥＩ西本町ビル６階   
                          ＴＥＬ ０６－６５４１－７６３４ 

                          ＦＡＸ ０６－６５４１－７６３６ 

                          E-mail  y.shimizu@keio-kanko.co.jp 

     営業日  月曜日～金曜日（定休日 土、日祝日） 
     営業時間 ０９：００～１８：００             担当  清水繕雄 

申し込み最終締切日 ０８月０１日（火）（変更の場合はお知らせします） 

 

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 

なるべく早い目のお申込みをお勧めします。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２希望、第３希望もご記入下さいますようお願いします。お申込書の届いた時点で一度お取り 

できるか回答させていただきますが、最終的には手配確認書にてご案内します。 

なおホテルによって混雑しているため調整が必要の場合は、少々お時間を頂く場合があります。 

＜締め切り後の流れ＞ 

０８月０１日（火）締切り⇒お申し込みのスクール様から最終人数確認の連絡⇒手配確認書の作成 

０８月０７日（月）以降 手配確認書、チケット、請求書の発送 

＊なお上記日時はお申込み状況により若干前後する場合がありますのでご了承ください。 

 

６）≪お申し込み後の宿泊人員変更、取消料について≫            
       宿泊については、お客様都合でお取り消しの場合、取消期日により取消料がかかります。 

                 

  取消料（取消しお申し出日） 取消料 

０８月０２日（水）まで    無料 

０８月０３日（木）～０８月１１日（金） １０ ％ 

０８月１２日（土）～０８月１８日（金） ２０ ％ 

０８月１９日（土）以降 ５０ ％ 

宿泊当日のお申し出、無連絡不参加 １００％ 

 

＜大会期間中の負け帰り規定＞ 

大会期間中万が一負けた場合で、各スクール様のご都合により翌日以降お帰りになられる場合は、 

ホテルごとに下記のような対応になりますのでご承知おき下さいますようお願い申し上げます。 

 

Ａ：ホテルアゴーラ・大阪守口、大阪守口プラザホテル大日駅前、大阪キャッスルホテル、 

新大阪ホテル、ニューオリエンタルホテル、ナンバプラザホテル、ホテルセイリュウ、 

ホテル大阪ＫＥＩＫＯ、Ｕコミュニティホテル にお泊りの場合 

① 前日まで⇒取消料はいただきません。 

② 当日は、１００％かかります。 

 

Ｂ：ホテルニューコマンダー ホテルＮＣＢ にお泊りの場合 

①前日まで⇒３０％かかります。 

②当日は、１００％かかります。 

 

≪全ホテル共通注意事項≫ 

チェックアウト時、お部屋に忘れ物ないようご注意下さい。 

朝出発の段階でお部屋に荷物をそのままで会場へ行かれた場合、お部屋清掃できず 

後のお客様が入れませんのでくれぐれもご注意下さい。 

お願い⇒期間中の変更、取り消しは、清水携帯（０７０－６９４０－２７２６） 

までお知らせ下さい。       



 

７）≪お支払いについて≫ 
     お支払いについては、予約確認書と同時に請求書を同封致しますので大会開始日までにお振込み 

     いただきます。 

     ＜お振込先＞ 

 三菱東京ＵＦＪ銀行 大阪西支店 普通口座 ４３０７１３１ 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。 

大会での皆様のご健闘をお祈りいたします。 


