
 
第40回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 

宿泊ご案内書 
 

◆大会期間： 平成30年3月26日（月）・27日（火）・28日（水）・29日（木）・30日（金） 
 
◆会  場： 千葉国際水泳場(千葉県習志野市茜浜2-3-3) 
 
 

謹啓 

 この度は「第40回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」のご出場おめでとうご

ざいます。 

弊社では「（公財）日本水泳連盟」様ご指導の元、大会に参加される方々が＜安心・安全・安価＞に

ご宿泊ができ、日頃の成果をいかんなく発揮できるように宿泊とお弁当の手配をさせていただきます。 
 

別紙の宿泊ご案内書をご覧の上、お申し込みください。 

皆様のお申し込みをお待ちしております。  

敬具 

京王観光株式会社 東京中央支店 
 

 
◎弊社では、下記の項目について誠心誠意お手伝いさせていただきます。 

 
①  3月25日（日）・26日（月）・27日（火）・28日（水）・29日（木）のご宿泊 
②  千葉までの交通 
③  大会期間中のお弁当 
④  その他、お客様がご希望される旅行サービス 
 

別紙ご案内書には、御利用いただくホテルの料金、部屋タイプ、各会場への距離、最寄り駅の記載をしております。 

先着順にお申込みを受け付けております。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。別紙申込書にご記入の上、お早目にお申込み頂きますようご案内申し上げます。 

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申し上げます。 

 

 

 

 
  
 
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 

【旅行企画・実施】 
 
京王観光（株）東京中央支店（観光庁長官登録旅行業第10号） 

〒１６０－００２２ 東京都新宿区新宿２-3-10新宿御苑ビル２Ｆ 
ＴＥＬ ０３－５３１２－６５４０ 
ＦＡＸ ０３－５３７９－０７４０ 
Ｅ－ｍａｉｌ：yu.kikuchi@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  
     総合旅行業務取扱管理者：原 祥造           

担当：菊池 勇希 



 
① 宿泊のご案内【募集型企画旅行】（宿泊条件・代金の基準 2018年1月6日現在） 

下記宿泊案内は京王観光（株）東京中央支店が企画・実施する「募集型企画旅行です」 

旅行条件書を必ずお読みいただいてからお申し込みください。1泊からお申し込みを受け付けます。 

≪宿泊設定日≫  2018年3月25日（日）・26日（月）・27日（火）・28日（水）・29日（木）宿泊分 

≪受付期限≫   2018年2月23日（金）18：00まで 

≪最少催行人数≫ 1名 

≪添乗員≫    添乗員は同行いたしません。 

≪条件≫     下記記載の宿泊代金は、お一人様・1泊当たり、税金・サービス料込の料金です。 

         部屋数に限りがございますので、ご希望の沿えない場合もございます。 

         喫煙/禁煙部屋の指定は承れません。予めご了承ください。 

 

 

ホテル名 タイプ 部屋タイプ 
宿泊代金      

1 泊朝食 

宿泊代金       

1 泊 2 食 

【ファミ―イン幕張】 
千葉国際水泳場まで 

電車で約30分 

車で約15分 

（ホテル送迎あり） 

＊セミダブルは1室1つのベッドを

2名で利用 

Ａ-1 シングル 7,200円 8,600円 

Ａ-2 ツイン 6,000円 7,400円 

A-3 セミダブル 5,500円 6,900円 

＜最寄駅＞幕張本郷駅 徒歩7分 

 

朝食時間 06：00～ 

送迎は他チームと混載です。 

ホテル名 タイプ 部屋タイプ 
宿泊代金      

1 泊朝食 

宿泊代金       

1 泊 2 食 

【ホテルグリーンタワー幕張】 

千葉国際水泳場まで 

電車で約10分 

車で約10分 

 
＊セミダブルは1室1つのベッド

を2名で利用 

Ｂ-1 シングル 11,340円 設定なし 

Ｂ-2 ツイン・トリプル 8,640円 設定なし 

Ｂ-3 フォース 7,560円 設定なし 

B-4 セミダブル 7,020円 設定なし 

＜最寄駅＞海浜幕張駅 徒歩3分 朝食時間 07：00～ 

（早まる場合あり） 

ホテル名 タイプ 部屋タイプ 
宿泊代金      

1 泊朝食 

宿泊代金       

1 泊 2 食 

【ホテルフランクス】 
千葉国際水泳場まで 

電車で約10分 

車で約10分 

 

 

＊セミダブルは1室1つのベッドを

2名で利用 

Ｃ-1 シングル 9,720円 設定なし 

Ｃ-2 ツイン・トリプル 7,560円 設定なし 

Ｃ-3 フォース 7,020円 設定なし 

C-4 セミダブル 6,480円 設定なし 

＜最寄駅＞海浜幕張駅 徒歩3分 

 

朝食時間 07：00～ 

 

ホテル名 タイプ 部屋タイプ 
宿泊代金      

1 泊朝食 

宿泊代金       

1 泊 2 食 

【ホテルポートプラザ千葉】 
千葉国際水泳場まで 

電車で約20分 

車で約25分 

 

※3月25日・26日のみ設定 

＊スタジオツインはシングルのお

部屋にベット2台で利用 

Ｄ-1 シングル 8,800円 10,500円 

Ｄ-2 スタジオツイン 7,200円 8,900円 

＜最寄駅＞千葉みなと駅前 すぐ 

 

朝食時間 0６：00～ 

 



ホテル名 タイプ 部屋タイプ 
宿泊代金      

1 泊朝食 

宿泊代金       

1 泊 2 食 

【バーディホテル千葉】 
千葉国際水泳場まで 

電車で約35分 

車で約30分 

＊セミダブルは1室1つのベッドを

2名で利用 

Ｅ-1 シングル 7,900円 設定なし 

Ｅ-2 ツイン 6,900円 設定なし 

E-3 セミダブル 6,700円 設定なし 

＜最寄駅＞千葉駅すぐ 

 

朝食時間 06：１５～ 

 

ホテル名 タイプ 部屋タイプ 
宿泊代金      

1 泊朝食 

宿泊代金       

1 泊 2 食 

【八幡宿第一ホテル】 
千葉国際水泳場まで 

電車で約35分 

車で約40分 

 

Ｅ-1 シングル 7,500円 9,200円 

Ｅ-2 シングル（2名利用） 6,300円 8,000円 

＜最寄駅＞八幡宿駅すぐ 

 

朝食時間 06：00～ 

夕食は28日、29日のみ。 

（25～27日は他団体との調整中） 

 

 

② 交通のご案内【手配旅行】 
京王観光では日本航空、ＡＮＡ、スカイマーク、ジェットスター、ソラシドエア、スターフライヤーなどの 

各航空会社やＪＲの鉄道会社の手配が可能です。ご希望の交通をお伝えください。 

お得な団体運賃も可能な場合があります。是非お問合せ下さい。 

 

③ お弁当のお申込み 
900円（お茶付） 

   お弁当は旅行契約に該当しません。旅行条件は適用されません。 

   お弁当のみの申し込みも受け付けます。 

   負け帰りのキャンセルは前日15時までのご連絡を頂いた場合対応可能です。 

 

④ ≪お申し込み・変更方法≫ 
   別紙申込書に必要事項をご記入の上 京王観光（株）東京中央支店まで郵送又は、ＦＡＸにてお申込み 

下さい。（郵送の場合は、申込書をコピーのうえ、原本はお手元にお持ち下さい） 

変更につきましてはお申込みいただきましたＦＡＸにて変更部分を記載の上再度送信をお願いします。 

間違い防止のため電話でのお申込み、変更は致しませんのでご了承願います。 

 
⑤ 宿泊確認書・領収証の発行 

・お申し込みを頂いた時点で請求書を発送いたします。 

・３月15日ごろを目途に宿泊確認書、チケットの発送予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



≪取消料について【募集型企画旅行】≫ 
お客様の都合で取消される場合は旅行代金に対してお一人様につき下記料率の取消料を頂きます。 

（旅行開始の前日から起算します） 

宿泊のご案内【募集型企画旅行】に適用されるキャンセル料 

  旅行契約の解除日 取消料 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

６日目にあたる日以前の場合 無料 

５日目に当たる日以降４日目までの場合 １４名以下 無料 

１５名以上 ２０％ 

３日目に当たる日以降前日までの場合 ２０％ 

旅行開始日当日の場合 ５０％ 

旅行開始後の取消、無連絡不参加 １００％ 

  ※宿泊の場合、ご宿泊当日12:00までに当支店へのご連絡がない場合無連絡不参加として取扱い、 

    100％の取消料を申し上げます 

 

  ※大会の性質上、試合結果によって宿泊をキャンセルする場合に限り下記のキャンセル料を適用します。 

ホテル名 当日 翌日 

ファミーイン幕張 100％ 0％ 

ホテルグリーンタワー幕張 100% 30% 

ホテルフランクス 100％ 0％ 

ホテルポートプラザ千葉 100% 30％ 

バーディホテル千葉 100％ 0％ 

八幡宿第一ホテル 100％ 0％ 

 

お申し込みの際には、別途お渡しします旅行条件書を必ずお読みください。 

この旅行条件書は2018年1月6日を基準としております。また、旅行代金は2018年1月6日 

現在有効な運賃、運用規定を基準として算出しております。 

 
手配旅行のキャンセル料は、運送会社（航空会社等）の定めたキャンセル料がかかります。 


