
  全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

        ＜宿泊、交通、昼食のご案内＞                          
 
大会期間：平成２９年８月２１日（月）～８月２５日（土） 

      （８月２１日公式練習日） 
大会会場：札幌市平岸プール（北海道） 
〒062-0935 札幌市豊平区平岸5条14丁目1-1 

                                           

   

  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。 

さて平成２９年０８月２２日～０８月２５日に北海道・札幌市平岸プールにおきまして『全国ＪＯＣジュ

ニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会』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を、

心よりお祈り申し上げます。 

 

 

                                  京王観光株式会社 大阪支店 
                                          
 

 

   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 北海道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、プールまでの所要時間、昼食について明記して

おります。先着順に申し込みを受け付けておりますので、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お早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。 

 

                                    どうぞよろしくお願いします。 

 

 

   

京王観光株式会社大阪支店（観光庁長官登録旅行業第１種第１０号） 
 
〒５５０－００１１ 大阪市西区阿波座１－３－１５ ＪＥＩ西本町ビル６Ｆ 

                                    ＴＥＬ０６－６５４１－７６３４ 
                                    ＦＡＸ０６－６５４１－７６３６ 
                                                    担当 吉田 亮 
                                               
 

 

 



１） 宿泊のご案内 
≪宿泊期間≫    平成２９年０８月２１日（月）～０８月２５日（土）４泊 

  ＜０８月２５日（土）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   

ホテルルートイン 
札幌駅前北口 
 

 

 Ａ－１ １泊朝食付 税サ込み 

 

＠ ９，３５０円（シングル） 

＠ ９，０００円（ツイン） 

 

   

最寄駅 ＪＲ札幌駅又は 

地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩２分 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

夕食 設定なし 

＜プールまでのアクセス＞ 

地下鉄南北線さっぽろ駅より地下鉄乗換なし７駅１０分  

ホテルルートイン 
札幌中央 
 

 

Ｂ－１ 

 

１泊朝食付 税サ込み 

 

＠ ８，８００円（シングル） 

＠ ８，３００円（ツイン） 

 

   

最寄駅 

地下鉄南北線すすきの徒歩３分 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

夕食 設定なし 

＜プールまでのアクセス＞ 

地下鉄南北線すすきの駅より地下鉄乗換なし５駅８分  

ホテルサンルート 
ニュー札幌 
 

 

Ｃ－１ １泊朝食付 税サ込み 

 

＠ １３，２００円（シングル） 

＠ １１，８００円（ツイン） 

＠ １１，８００円（トリプル） 

 

 

 

   

最寄駅 地下鉄南北線大通駅 

またはすすきの駅 徒歩５分 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

               

＜プールまでのアクセス＞ 

地下鉄南北線すすきの駅より地下鉄乗換なし５駅８分  

ホテルリソル札幌 
中島公園 
 

 

Ｄ－１ １泊朝食付 税サ込み 

 

＠ ９，２００円（シングル） 

＠ ９，２００円（ツイン） 

 

Ｄ－２ １泊２食付 税サ込み 

 

＠１１，９００円（シングル） 

＠１１，９００円（ツイン） 

   

最寄駅 

南北線中島公園徒歩１分 

 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

夕食 バイキング 又は 

   セットメニュー 

＜プールまでのアクセス＞ 

地下鉄南北線中島公園駅より地下鉄乗換なし４駅６分  

ホテルノースシティ 
 

 Ｅ－１ １泊朝食付 税サ込み 

 

＠１１，０００円（シングル） 

＠１０，０００円（ツイン） 

 

Ｅ－２ １泊２食付 税サ込み 

 

＠１３，０００円（シングル） 

＠１３，０００円（ツイン） 

最寄駅 

地下鉄南北線中島公園徒歩３分 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

夕食 バイキング 又は 

   セットメニュー 

＜プールまでのアクセス＞ 

地下鉄南北線中島公園駅より地下鉄乗換なし４駅６分  



ホテルハシモト 
 

 

Ｆ－１ １泊朝食付 税サ込み 

 

＠ ７，５００円（洋室） 

＠ ７，０００円（和室） 

洋室は 

ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ・ 

ﾄﾘﾌﾟﾙお任せ 

和室は  

３～６名１室 

Ｆ－２ １泊２食付 税サ込み 

 

＠ ８，８００円（洋室） 

＠ ８，３００円（和室） 

   

最寄駅 

地下鉄南北線大通駅徒歩３分 

＜食事条件＞ 朝食 セットメニュー 

夕食 セットメニュー 

＜プールまでのアクセス＞ 

地下鉄南北線大通駅より地下鉄乗換なし６駅９分  

ホテルマイステイズ
札幌北口 
 

 

Ｇ－１ １泊朝食付 税サ込み 

 

＠ １２，６００円（シングル） 

＠ １０，６００円（ツイン） 

  

 

 

   

最寄駅 ＪＲ札幌駅駅徒歩２分 

地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩５分 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

              夕食 設定なし 

＜プールまでのアクセス＞ 

地下鉄南北線さっぽろ駅より地下鉄乗換なし７駅１０分  

京王プラザホテル 
札幌 
 

 

Ｈ－１ １泊朝食付 税サ込み 

 

＠ １４，５００円（シングル） 

 

  

 

 

   

最寄駅 ＪＲ札幌駅又は 

地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩５分 

 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

              夕食 設定なし 

＜プールまでのアクセス＞ 

地下鉄南北線さっぽろ駅より地下鉄乗換なし７駅１０分  

アパホテルＴＫＰ 
札幌駅前 
 

Ｉ－１ １泊朝食付 税サ込み ＠ １３，５００円（シングル）   

 

   

最寄駅 ＪＲ札幌駅徒歩５分 

又は 地下鉄南北線大通駅徒歩５分 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

              夕食 設定なし 

＜プールまでのアクセス＞ 

地下鉄南北線大通駅より地下鉄乗換なし６駅９分  

アパホテル札幌 
 

Ｊ－１ １泊朝食付 税サ込み 

 

＠ １０，９００円（シングル） 

＠  ８，９００円（ツイン） 

  

 

 

   

最寄駅  

地下鉄南北線大通駅徒歩５分 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

              夕食 設定なし 

＜プールまでのアクセス＞ 

地下鉄南北線大通駅より地下鉄乗換なし６駅９分 

ホテルテトラ 
スピリット札幌 
 

Ｉ－１ １泊朝食付 税サ込み 

 

＠ ８，５００円（シングル） 

＠ ８，５００円（ツイン） 

  

 

 

   

最寄駅  

地下鉄東西線西１１丁目駅徒歩５分 

＜食事条件＞ 朝食 バイキング 

              夕食 設定なし 

＜プールまでのアクセス＞ 

地下鉄東西線西１１丁目駅より１駅大通駅乗換え南北線にて７駅１２分 



 

 

＊上記ホテルリスト以外のホテルご希望がありましたらお知らせ下さい。お手配いたします。 

  ＊食事について                                       

  ： 朝食については、ホテルによりバイキング又はセットメニューになります。 

  ： 夕食については、ホテルにより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。

  なお夕食メニューは、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ので、その際はご了承下さい。 

  ： 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。 

    また基本的に貸切ではありませんので大きさにより多少混雑する場合もあります。 

 

２）≪プールまでのアクセスについて≫ 
   大会が開催されます “札幌市平岸プール”は、地下鉄南北線南平岸駅下車徒歩７分です。 

   ホテルの欄のところにプールまでのおよその所要時間を明記しておりますので参考にして下さい。 

 

 

 

 

３）≪北海道までの交通機関について≫ 
   北海道までの交通機関（航空券・航空券パック）もすべて予約・発券できます。 
   その他パッケージ商品の併用も可能です。担当者に問い合わせ下さい。 

    
４）≪弁当について≫ 

   大会４日間日替わりです。料金：１食単価 ＠８５０円税込（ペットお茶付）   
   弁当受け渡し場所は、後日ご案内いたします。また、お弁当のみのお申し込みも承ります。 

 
 
 
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）大阪支店まで郵送又は、ＦＡＸにて 

   お申し込み下さい。（郵送の場合は、お申し込み用紙はコピーのうえ原本はお持ち下さい。） 

 

             

京王観光株式会社大阪支店 

 

   〒５５０－００１１ 大阪市西区阿波座１－３－１５ＪＥＩ西本町ビル６Ｆ 

                          ＴＥＬ ０６－６５４１－７６３４ 

                          ＦＡＸ ０６－６５４１－７６３６ 

＊Ｅ－ｍａｉｌ：ｒｙｏ．ｙｏｓｈｉｄａ@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  吉田 亮 

   申し込み最終締切日     平成２９年０７月２１日（金）必着 

 

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

るべくお早目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０７月２４日(月)以降に予約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。 

また、早目のお申し込みでご人数が未定の場合、予想される最大の人数でお申し込みいただいても

かまいません。人数が確定次第速やかに変更をご連絡ください。 

 

 

 



 

６）≪お申し込み後の宿泊人員変更、取消料について≫ 
宿泊の変更、取消しについては、０８月１４日（月）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） 

また航空機・ＪＲ等につきましては別途必要になりますのでご了承ください。 

変更については、なるべくＦＡＸにてお願いします。 

 

  取消料（取消しお申し出日） 取消料 

０８月１４日（月）まで    無料 

０８月１５日（火）～０８月１８日（金） ３０ ％ 

０８月１９日（土）以降 ５０ ％ 

無連絡不参加 １００％ 

 
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下さい。 

   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。 


