
大会期間 ２０２1年１０月１５日（金）～１０月２０日（水）

　第７２回　全日本学生バドミントン選手権大会　参加者各位

　　この度、２０２1年１０月１５日（金）～１０月２０日（水）の期間におきまして

　「第７２回　全日本学生バドミントン選手権大会」が開催されることとなりました。

　大会期間中の宿泊先や交通手配につきましては京王観光株式会社に業務委託をしておりますので、

　旅行会社のご案内に従い、宿泊先等の提案依頼をしてください。

　尚、宿泊や交通手配等の旅行契約については、京王観光株式会社と参加大学間で個別に契約してください。

　～ご挨拶～

　　この度、「第７２回　全日本学生バドミントン選手権大会」が開催されることをお慶び申し上げます。

　今大会のオフィシャルサポーターとして関西学生バドミントン連盟様より業務委託契約を受け、

　大会期間中のご宿泊先を弊社より、ご提案させていただきます。

　　ご案内させていただく宿泊先は、弊社独自基準の「旅行安全マネジメント」に基づいた、安心・安全な

　施設を取り揃えております。皆様からのお申込を心からお待ち申しあげます。

  

　１）宿泊についてのご案内

　　　①　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。

　　　②　ご案内させていただく宿泊先は、弊社独自基準の「旅行安全マネジメント」に基づいた、

　　　　　 安心・安全な施設を取り揃えております。

　　　③　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ご提案できない場合もございます。あらかじめご了承ください。

　　　④　記載以外のホテル希望がありましたらお知らせ下さい。可能な限りご提案いたします。

　　　宿泊設定日 チェックイン (木)

チェックアウト (木) まで最大 ８ 日間

　　　その他ご希望やご不明な点がございましたら担当者へご相談ください。

　２）交通のご案内

　　　現地までの交通機関（団体航空券・貸切バス・フェリー・レンタカー等）もご提案できます。

　　　ビジネスパックやその他パッケージ商品の併用も可能です。担当者にお問い合わせください。

　　　割安な団体航空券もご提案が可能です。詳しくは担当者へお尋ねください。

第７２回　全日本学生バドミントン選手権大会

会場：ロートアリーナ奈良、生駒市高山S.C.、芝運動公園総合体育館

≪宿泊・交通・昼食の見積書（企画書）ご提案について≫

関西学生バドミントン連盟

京王観光株式会社　旅行事業部関西事務所

２０２１年１０月１４日

２０２１年１０月２１日



　３）　弁当についてのご案内

　　　大会開催期間中のお弁当をご用意させていただきます。

　　　料金：１食単価　　＠８８０円税込（お茶付）

　４）　見積書（企画書面）の依頼方法とご回答についてのご案内

　　　メールまたはFAXにて見積書（企画書面）の依頼をして下さい。

　　　ご要望に沿って当社より見積書（企画書面）をご提案させていただきます。

　　　お申込の際は、当社から提出させて頂いた企画書面をご確認頂き、所定のお申込書をご提出いただきます。

　　　当社が申込を承諾し、申込金のご入金を確認した時点で、受注型企画旅行契約が締結となります。

　

　　　※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。

　５）　当社と受注型企画旅行契約を締結した後は、以下の取消料をお支払いいただくことで

　　　　いつでも旅行契約を解除することができます。

　　　　　なお該当日が土、日、祝日の場合は前の平日18時までにご連絡ください。

※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。

　６）　お支払いについてのご案内

　　　　　ご確認後、お待ちがいなければ指定の期日内にお振込みをお願い致します。

　　　　　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。

　　　　　【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

　７）　見積書（企画書面）依頼の締切日（最終）　　　 (木)

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

２０２１年９月３０日

　　　　　旅行契約の際、『請求書』をお客様のメールアドレス宛に送信させて頂きます。

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

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

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

担当：小畑　翔

京王観光株式会社 旅行事業部関西事務所

宿泊代金の20％

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）
総合旅行業務取扱管理者：酒井　慎一

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

④ご宿泊開始日の前日

取消料

なし

宿泊代金の30％

旅行代金の40％



　　　宿泊設定日 チェックイン (木)

チェックアウト (木) まで最大 ８ 日間

大浴場 ×

会議室 × シングル

氷提供 〇 ツイン

アメニティ 〇 トリプル

コインランドリー ２台 その他

コンビニ（徒歩） １分 ＜備考＞

大浴場 ×

会議室 × シングル

氷提供 × ツイン

アメニティ 〇 トリプル

コインランドリー ２台 その他

コンビニ（徒歩） １分 ＜備考＞

大浴場 ×

会議室 × シングル

氷提供 〇 ツイン

アメニティ 〇 トリプル

コインランドリー ３台 その他

コンビニ（徒歩） ３分 ＜備考＞

大浴場 ×

会議室 × シングル

氷提供 〇 ツイン

アメニティ 〇 トリプル

コインランドリー ２台 その他

コンビニ（徒歩） ２分 ＜備考＞

大浴場 〇

会議室 〇 シングル

氷提供 〇 ツイン

アメニティ 〇 トリプル

コインランドリー × その他

コンビニ（徒歩） ５分 ＜備考＞

大浴場 〇

会議室 × シングル

氷提供 〇 ツイン

アメニティ 〇 トリプル

コインランドリー ２台 その他

コンビニ（徒歩） １分 ＜備考＞

設定なし 設定なし

【取扱い旅行会社・お問い合わせ先】

〒５５０－００１１　大阪市西区阿波座１丁目３－１５関電不動産西本町ﾋﾞﾙ６F

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

営業時間：　　０９:００ ～ １８:００（土・日・祝日は休業）

ホテルアジール奈良

＜１泊朝食付＞

設定なし

設定なし

総合旅行業務取扱管理者：酒井　慎一

担当：小畑　翔

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

￥７，４５０

ロートアリーナ奈良まで

バスで約１５分

バスで約２０分

奈良

ダイワロイヤルホテル

D-PREMIUM奈良

＜１泊朝食付＞

￥１０，７８０

￥８，５８０

＜会場アクセス＞ 設定なし

ロートアリーナ奈良まで

＜１泊食事なし＞

￥９，１３０

￥６，９３０

設定なし

設定なし 設定なし

奈良

奈良

奈良ワシントンホテル

プラザ

＜１泊朝食付＞

￥８，０５０

＜会場アクセス＞

￥７，６５０

＜会場アクセス＞ 設定なし

ロートアリーナ奈良まで

￥６，４００

設定なし

設定なし

＜１泊食事なし＞

￥６，８００

バスで約２０分

設定なし

＜１泊食事なし＞

設定なし

設定なし

￥５，８００

奈良

センチュリーオンホテル

クラシック奈良

＜１泊朝食付＞

設定なし

設定なし

奈良

変なホテル奈良

＜１泊朝食付＞

￥９，９００

￥８，９００

＜会場アクセス＞ ￥７，９００

ロートアリーナ奈良まで

＜１泊食事なし＞

￥８，８００

￥７，８００

￥６，８００

￥７，８００

設定なし

￥６，０００

設定なし 設定なし

＜会場アクセス＞ ￥７，５００

ロートアリーナ奈良まで

バスで約２０分

バスで約１０分

部屋

タイプ
宿泊条件・宿泊料金（税込）

＜１泊食事なし＞

￥７，５００

設定なし

設定なし

設定なし 設定なし

ご宿泊者はホテル提供の無料朝食をご利用頂けます。

￥８，９００

＜１泊食事なし＞

設定なし

第７２回　全日本学生バドミントン選手権大会

エリア

奈良

＜１泊朝食付＞

設定なし

設定なし

設定なし＜会場アクセス＞
ロートアリーナ奈良まで

バスで約１０分

ホテル名 設備

～宿泊施設のご案内～

東横イン近鉄奈良駅前

２０２１年１０月１４日

２０２１年１０月２１日



　　　宿泊設定日 チェックイン (木)

チェックアウト (木) まで最大 ８ 日間

大浴場 〇

会議室 〇 シングル

氷提供 〇 ツイン

アメニティ 〇 トリプル

コインランドリー ３台 その他

コンビニ（徒歩） １分 ＜備考＞

【取扱い旅行会社・お問い合わせ先】

営業時間：　　０９:００ ～ １８:００（土・日・祝日は休業）

総合旅行業務取扱管理者：酒井　慎一

担当：小畑　翔

〒５５０－００１１　大阪市西区阿波座１丁目３－１５関電不動産西本町ﾋﾞﾙ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

桜井

ホテルルートイン

桜井駅前

＜１泊朝食付＞

設定なし

設定なし

＜会場アクセス＞ 設定なし

ロートアリーナ奈良まで

バスで約１時間

＜１泊食事なし＞

￥８，３００

設定なし

設定なし

設定なし 設定なし

第７２回　全日本学生バドミントン選手権大会

～宿泊施設のご案内～

２０２１年１０月１４日

２０２１年１０月２１日

エリア ホテル名 設備
部屋

タイプ
宿泊条件・宿泊料金（税込）


