
ジャパンマスターズ２０１７ 

＜宿泊・交通・お弁当のご案内＞ 
 
大会期間：平成２９年７月１４日（金）～１７日（月） 

 
大会会場：大阪府・ラクタブドーム 

                                           

 

   

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７月１４日～１７日に大阪府・ラクタブドームにおきまして『ジャパンマスターズ 

 ２０１７』が開催されますことを心よりお慶び申しあげます。  

弊社では、ご参加の皆様に快適にお過ごしいただけるようお手伝いさせていただき、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。 

 

                                京王観光株式会社京王観光株式会社京王観光株式会社京王観光株式会社    東京中央東京中央東京中央東京中央支店支店支店支店    
                                          

 
   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 大会宿泊施設について 

② 各地より大阪までの交通手配について 

③ 大会における昼食（お弁当）について 

       

 

 

このご案内書は、ご案内ホテルの料金・部屋タイプ・プールまでのアクセス、大阪までの交通手配、お弁当に 

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ご希望どおりにお取り

できない場合もございます。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。よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

   

京王観光株式会社東京中央支店（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        
                                    ＴＥＬ０３－５３１２－６５４０ 
                                    ＦＡＸ０３－５３７９－０７４０ 
                                              担当 鳴嶋、佐藤 
                                               
 

 

 

 

 

 

 

 



１）１）１）１）    宿泊のご案内宿泊のご案内宿泊のご案内宿泊のご案内    
≪宿泊期間≫≪宿泊期間≫≪宿泊期間≫≪宿泊期間≫  平成２平成２平成２平成２９９９９年７年７年７年７月月月月１１１１３３３３日（日（日（日（木木木木）～）～）～）～７７７７月月月月１１１１７７７７日（日（日（日（月月月月））））ＯＵＴＯＵＴＯＵＴＯＵＴ４４４４泊泊泊泊    １泊朝食付き（税込）１泊朝食付き（税込）１泊朝食付き（税込）１泊朝食付き（税込）    

ホテル名 記号記号記号記号･部屋タイプ ７月１３・１４日 ７月１５・１６日  

ハートンホテル 
心斎橋 

 

１Ｓ１Ｓ１Ｓ１Ｓ シングル  

１Ｔ１Ｔ１Ｔ１Ｔ  ツイン  

＠１１，５００円 

＠１０，５００円 

＠１１，５００円 

＠１０，５００円 

【アクセス】 

地下鉄心斎橋駅より徒歩５分 

＜食事条件＞  

朝食：和洋バイキング 

＊ プールまで地下鉄１本で約２５分。 

＊ 徒歩圏内に飲食店多数あります。 

＊ 朝食は７：００～ 

ネストホテル 

大阪心斎橋 

 

２２２２ＳＳＳＳ シングル 

２２２２ＴＴＴＴ  ツイン 

＠１４，２００円 

＠１２，２００円 

＠１４，２００円 

＠１２，２００円 

【アクセス】 

地下鉄長堀橋駅より徒歩１分 

＜食事条件＞  

朝食：和洋バイキング 

＊ プールまで地下鉄１本で約２３分。 

＊ 徒歩圏内に飲食店多数あります。 

＊ 朝食は７：００～ 

ベストウェスタン 

フィーノ大阪心斎橋 

 

３３３３ＳＳＳＳ シングル 

３３３３ＴＴＴＴ  ツイン 

＠１１，９００円 

＠１０，９００円 

＠１１，９００円 

＠１０，９００円 

【アクセス】 

地下鉄長堀橋駅より徒歩１分 

＜食事条件＞  

朝食：和洋バイキング 

＊ プールまで地下鉄１本で約２３分。 

＊ 徒歩圏内に飲食店多数あります。 

＊ 朝食は７：００～ 

アークホテル 

大阪心斎橋 

 

４４４４ＳＳＳＳ シングル 

４４４４ＴＴＴＴ  ツイン 

＠１１，９００円 

＠１１，９００円 

＠１１，９００円 

＠１１，９００円 

【アクセス】 

地下鉄長堀橋より徒歩１分 

＜食事条件＞  

朝食：和洋バイキング 

＊ プールまで地下鉄１本で約２３分。 

＊ 徒歩圏内に飲食店多数あります。 

＊ 朝食は７：００～ 

ハートンホテル 

南船場 

 

５５５５ＳＳＳＳ シングル 

５５５５ＴＴＴＴ  ツイン 

＠１０，８００円 

＠１０，８００円 

＠１２，５００円 

＠１０，８００円 

【アクセス】 

地下鉄長堀橋駅より徒歩５分 

＜食事条件＞  

朝食：和洋バイキング 

＊ プールまで地下鉄１本で約２３分。 

＊ 徒歩圏内に飲食店多数あります。 

＊ 朝食は７：００～ 

ホテル京阪 

京橋グランデ 

６６６６ＳＳＳＳ シングル 

６６６６ＴＴＴＴ スタジオツイン 

＠１３，５００円 

＠１２，０００円 

＠１７，５００円 

＠１４，０００円 

【アクセス】 

京阪京橋駅直結 

＜食事条件＞  

朝食：和洋バイキング 

＊ プールまで地下鉄１本で約１２分。 

＊ 徒歩圏内に飲食店多数あります。 

＊ 朝食は７：００～ 

 ※上記以外のホテルもご案内させていただきます。詳細はお問い合わせください。 



２）≪プールまでのアクセスについて≫２）≪プールまでのアクセスについて≫２）≪プールまでのアクセスについて≫２）≪プールまでのアクセスについて≫    
  大会が開催される“ラクタブドーム”は、地下鉄鶴見緑地線「門真南駅」より徒歩約２分。 

   

３）≪３）≪３）≪３）≪大阪市内大阪市内大阪市内大阪市内までの交通機関について≫までの交通機関について≫までの交通機関について≫までの交通機関について≫    
  新大阪までの新幹線や、伊丹・関西空港までの航空券もすべて予約・発券できます。 

   ※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。 

 

  お得なＪＲ切符もございます。宿泊をご依頼いただいたお客様は運賃１割引（一部２割引）でご案内 

  可能です。例えば、東京－新大阪（大阪市内）は通常片道１４，４５０円が１３，５７０円になります。 

     ※２名以上同一行程が条件です。詳しくはお問い合わせください。 

 
４）≪弁当について≫４）≪弁当について≫４）≪弁当について≫４）≪弁当について≫    

   ご参加の皆さまの健康を考えたお弁当をご用意いたしております。ご希望の方は別紙申込書に 

   必要事項をご記入ください。料金：１食料金：１食料金：１食料金：１食    ＠１，＠１，＠１，＠１，００００００００００００円円円円税込税込税込税込（（（（お茶付お茶付お茶付お茶付き・税込き・税込き・税込き・税込））））            

            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≫５）≪お申し込み方法とご回答について≫５）≪お申し込み方法とご回答について≫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）京王観光（株）京王観光（株）京王観光（株）東京中央東京中央東京中央東京中央支店まで郵送又は、ＦＡＸにて支店まで郵送又は、ＦＡＸにて支店まで郵送又は、ＦＡＸにて支店まで郵送又は、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。） 

           

京王観光株式会社東京中央支店 

   〒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：＊Ｅ－ｍａｉｌ：＊Ｅ－ｍａｉｌ：＊Ｅ－ｍａｉｌ：y.narushimay.narushimay.narushimay.narushima@@@@ｋｅｉｏ－ｋａｎｋｏ．ｃｏ．ｊｐｋｅｉｏ－ｋａｎｋｏ．ｃｏ．ｊｐｋｅｉｏ－ｋａｎｋｏ．ｃｏ．ｊｐｋｅｉｏ－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  鳴嶋、佐藤 

申し込み最終締切日申し込み最終締切日申し込み最終締切日申し込み最終締切日                    平成２平成２平成２平成２９９９９年年年年６６６６月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（金金金金）必着）必着）必着）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。 

お早目にお申し込み下さい。お申込書が届き次第回答させていただきますが、満室の場合は取れる 

ホテルをご案内いたします。 

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参加人数が未定の場合、予想される方のお名前も含めてお申し込みいた

だいてもかまいません。参加・不参加が確定次第、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６）≪お申し込み後の宿泊人員変更、取消６）≪お申し込み後の宿泊人員変更、取消６）≪お申し込み後の宿泊人員変更、取消料について≫料について≫料について≫料について≫    
宿泊の変更、取消しについては、７月７月７月７月４４４４日（日（日（日（火火火火））））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）変更については、なるべくＦ

ＡＸにてお願いします。 

        取消料（取取消料（取取消料（取取消料（取消しお申し出日）消しお申し出日）消しお申し出日）消しお申し出日） 取消取消取消取消料料料料 

７７７７月月月月５５５５日（日（日（日（水水水水）まで）まで）まで）まで          無料無料無料無料 

７月６７月６７月６７月６日（日（日（日（木木木木）～）～）～）～７７７７月月月月１１１１１１１１日（日（日（日（火火火火）））） ３３３３００００ ％％％％ 

７７７７月月月月１１１１２２２２日日日日（（（（水水水水））））以降以降以降以降 ５０５０５０５０ ％％％％ 

無連絡不参加無連絡不参加無連絡不参加無連絡不参加 １００％１００％１００％１００％ 

 
７）≪お支払いについて≫７）≪お支払いについて≫７）≪お支払いについて≫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。 

   お振込先お振込先お振込先お振込先『『『『三菱東京ＵＦＪ三菱東京ＵＦＪ三菱東京ＵＦＪ三菱東京ＵＦＪ銀行銀行銀行銀行    振込第一支店振込第一支店振込第一支店振込第一支店    当座口座当座口座当座口座当座口座    ９５３００００９５３００００９５３００００９５３００００    口座名口座名口座名口座名    京王観光（株）京王観光（株）京王観光（株）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。 



  ＦＡＸ：０３－５３７９－０７４０：ＦＡＸ：０３－５３７９－０７４０：ＦＡＸ：０３－５３７９－０７４０：ＦＡＸ：０３－５３７９－０７４０：    ジャパンマスターズ係ジャパンマスターズ係ジャパンマスターズ係ジャパンマスターズ係    宛宛宛宛    

    

ジャパンマスターズ２０１７ジャパンマスターズ２０１７ジャパンマスターズ２０１７ジャパンマスターズ２０１７    
申申申申                込込込込                書書書書    

                                                                                                                                                                                                                            平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年                月月月月                日日日日     

１）宿泊１）宿泊１）宿泊１）宿泊        ★★★★ご希望ご希望ご希望ご希望ﾀｲﾀｲﾀｲﾀｲﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚でご用意出来ない場合もございますので予めご了承くださいでご用意出来ない場合もございますので予めご了承くださいでご用意出来ない場合もございますので予めご了承くださいでご用意出来ない場合もございますので予めご了承ください｡｡｡｡    

№№№№    氏氏氏氏    名名名名    性別性別性別性別    年齢年齢年齢年齢    7/137/137/137/13    7/147/147/147/14    7/157/157/157/15    7/167/167/167/16    朝食朝食朝食朝食    ﾂｲﾝ組合せ等ﾂｲﾝ組合せ等ﾂｲﾝ組合せ等ﾂｲﾝ組合せ等    

例例例例    京王京王京王京王    太郎太郎太郎太郎    男男男男    60606060    ××××    １Ｔ１Ｔ１Ｔ１Ｔ    １Ｔ１Ｔ１Ｔ１Ｔ    １Ｔ１Ｔ１Ｔ１Ｔ    付き付き付き付き    京王花子と同室京王花子と同室京王花子と同室京王花子と同室    

１１１１                                        

２２２２                                        

３３３３                                        

４４４４                                        

５５５５                                        

２）交通２）交通２）交通２）交通        ★ＪＲで片道★ＪＲで片道★ＪＲで片道★ＪＲで片道201201201201㎞以上ご利用の場合は乗車券は大阪市内になります。㎞以上ご利用の場合は乗車券は大阪市内になります。㎞以上ご利用の場合は乗車券は大阪市内になります。㎞以上ご利用の場合は乗車券は大阪市内になります。    

日日日日    付付付付        ＪＲ・飛行機ＪＲ・飛行機ＪＲ・飛行機ＪＲ・飛行機    区区区区    間間間間    発駅時間発駅時間発駅時間発駅時間    着駅時間着駅時間着駅時間着駅時間    列車名・便名列車名・便名列車名・便名列車名・便名    人数人数人数人数    備考備考備考備考    

例例例例:7/13:7/13:7/13:7/13        ＪＲＪＲＪＲＪＲ    東京～新大阪東京～新大阪東京～新大阪東京～新大阪    13:0013:0013:0013:00    15:3315:3315:3315:33    のぞみのぞみのぞみのぞみ229229229229号号号号            ２２２２名名名名    禁煙禁煙禁煙禁煙    

7/7/7/7/        ～～～～                            名名名名        

7/7/7/7/        ～～～～                            名名名名        

7/7/7/7/        ～～～～                            名名名名        

7/7/7/7/        ～～～～                            名名名名        

３）弁当３）弁当３）弁当３）弁当    ★日替り･お茶付き★日替り･お茶付き★日替り･お茶付き★日替り･お茶付き    

        日日日日    付付付付        １４日１４日１４日１４日    １５日１５日１５日１５日    １６日１６日１６日１６日        １７日１７日１７日１７日                延べ個数延べ個数延べ個数延べ個数        

        個個個個    数数数数                    個個個個                    個個個個                        個個個個                        個個個個                                        個個個個    

    

チーム名チーム名チーム名チーム名        

住住住住        所所所所    
〒〒〒〒            －－－－    

                                                                                                                                    （勤務先・自宅）（勤務先・自宅）（勤務先・自宅）（勤務先・自宅）    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    （（（（                            ））））                        －－－－    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    （（（（                            ））））                            －－－－    

    ************お問合せお問合せお問合せお問合せ***(***(***(***(何かあればお書き下さい何かあればお書き下さい何かあればお書き下さい何かあればお書き下さい｡｡｡｡))))    

    

                                                                                                                                                                

担当コ－チ（代表者）名担当コ－チ（代表者）名担当コ－チ（代表者）名担当コ－チ（代表者）名                                                                                        印印印印    

 ※住所・電話番号までご記入下さい。※住所・電話番号までご記入下さい。※住所・電話番号までご記入下さい。※住所・電話番号までご記入下さい。                ※用紙が足りない場合はコピーしてご利用ください。※用紙が足りない場合はコピーしてご利用ください。※用紙が足りない場合はコピーしてご利用ください。※用紙が足りない場合はコピーしてご利用ください。    

個人情報の取扱いについて  

当社は、申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか,お申込いただいた旅行における運送・宿泊

機関等が提供するサービスの手配・受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 
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