
２０１８年全国少年少女レスリング選手権大会
宿泊お申込み要項

宿泊の取扱は東武トップツアーズ㈱大阪教育旅行支店が旅行企画･実施する「募集型企画旅行」です。

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

東武トップツアーズでは、今大会ご出場の選手団の皆様のご便宜をはからせていただきますので、何なりとお申し付け

ください。 お申込みにつきましては、「申込書」にご記入いただき、郵送又はFAXにて送付ください。

１）宿泊取扱期間 平成３０年７月２６日（木）・２７日（金）・２８日（土）・２９日（日）

２）宿泊プラン （募集型企画旅行・最少催行人員１名）＊添乗員は同行いたしません。

※宿泊代金は、１泊２食付・１泊朝食付、税金・サービス料を含む一人当たりの金額です。

（室種：シングル、ツイン・セミダブル・和室） 宿泊は１泊ごとのご契約になります。 ☆印のホテルの朝食は無料。

朝食付 夕食・朝食付 朝食付 夕食・朝食付

駐車場 地下鉄・バス等約40分 ツイン ¥8,000 ¥9,500 ¥8,000 ¥9,500

新大阪サニーストンホテル ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ可 車で約30分 トリプル ¥7,000 ¥8,500 ¥7,000 ¥8,500

シングル ¥9,000 ¥10,500 ¥9,000 ¥10,500

地下鉄・バス等約40分 ツイン ¥9,000 ¥12,000 ¥11,000

車で約30分 シングル ¥12,000 ¥15,100 ¥14,100

大型バス駐車場 車で約40分 ツイン ¥8,500 ¥10,500 ¥8,500 ¥10,500

大浴場 地下鉄・バス等約60分 和室 ¥7,000 ¥9,000 ¥7,000 ¥9,000

シングル ¥11,500 ¥13,500 ¥11,500 ¥13,500

☆ 車で約40分 ツイン ¥7,000 ¥7,000

ヴィアイン新大阪ウエスト 地下鉄・バス等約60分 シングル ¥10,000 ¥10,000

駐車場 車で約30分 ツイン ¥10,500 ¥14,000 ¥10,500 ¥14,000

大浴場 地下鉄・バス等約60分 シングル ¥13,500 ¥16,300 ¥13,500 ¥16,300

☆ 駐車場 車で約20分 ツイン ¥8,000 ¥10,500 ¥8,000 ¥10,500

ホテルルートイン大阪本町 大浴場 地下鉄・バス等約60分 シングル ¥9,000 ¥11,500 ¥9,000 ¥11,500

車で約30分 谷町4丁目駅 ツイン ¥10,000 ¥13,500 ¥10,000 ¥13,500

地下鉄・バス等約60分 森ノ宮駅 シングル ¥11,000 ¥14,500 ¥11,000 ¥14,500

車で約30分 ツイン ¥7,500 ¥10,000 ¥7,500 ¥10,000

地下鉄・バス等約60分 シングル ¥11,500 ¥14,000 ¥11,500 ¥14,000

☆ 車で約30分 ツイン ¥9,500 ¥9,500

ヴィアインあべの天王寺 地下鉄・バス等約60分 シングル ¥10,500 ¥10,500

車で約30分 ツイ ン/トリプル ¥7,000 ¥8,500 ¥7,000 ¥8,500

地下鉄・バス等約60分 シングル ¥7,000 ¥8,500 ¥7,000 ¥8,500

車で約30分 日本橋駅 ツイン ¥8,500 ¥11,500

地下鉄・バス等約60分 なんば駅 シングル ¥11,500 ¥15,000

なんば Ｌ ホテルイビススタイル大阪 地下鉄・バス等約60分 なんば駅 ツイン ¥9,000 ¥9,000

車で約30分 長堀橋駅 トリプル ¥8,100 ¥9,100

地下鉄・バス等約60分 心斎橋駅 シングル ¥12,200 ¥15,200

☆ 車で約30分 長堀橋駅 セミダブル ¥5,000 ¥5,500

ヴィアイン心斎橋 地下鉄・バス等約60分 心斎橋駅 シングル ¥10,000 ¥11,000

南港 Ｏ クインテッサホテル大阪ベイ 駐車場 車で15分 中ふ頭駅 ツイン ¥10,000 ¥14,300

大正 Ｐ ホテルソビアル 大阪 ドーム前 大浴場 地下鉄・バス等約50分 大正駅 ツイン ¥8,000 ¥10,500

7月28日

Ｉ 提携駐車場

なんば Ｊ

7月26日・27日・29日

中央区 Ｇ ＫＫＲホテル大阪 駐車場

本町 Ｅ シティプラザ大阪

A 西中島南方駅新大阪

新大阪 C 大阪コロナホテル 新大阪駅

B新大阪 駐車場 西中島南方駅
ホテルマイステイズ

新大阪コンファレンスセンター

地区 記号 施設名 設備他 舞洲アリーナまで

ホテル大阪ＫＥＩＫＯ 日本橋駅

新大阪 Ｄ

天王寺

本町 Ｆ 阿波座駅

堺筋本町駅

天王寺駅

駐車場 新大阪駅

サンルート大阪なんば

最寄り駅
宿泊代金

心斎橋 Ｎ

天満橋駅

心斎橋 Ｍ ネストホテル大阪心斎橋

中央区 Ｈ ホテル京阪天満橋

なんば Ｋ



３）取消料 【ご宿泊】

２０１８年全国少年少女レスリング選手権大会要項

４）お申込み方法

ご宿泊込書に必要事項をご記入のうえ申込期限の 平成３０年６月１３日（水）までに

東武トップツアーズ㈱大阪教育旅行支店へFAX又は郵送にて送付ください。

※先着順にて申し込み受付をさせていただきますので、つきましては可能な限りお早めにお申込みください。

５）回答方法

平成３０年７月 ４日（水）までにお申込み代表者へ「回答書及び請求明細書」と関係書類等を送付致します。

６）支払方法

平成３０年７月１８日（水）までに下記口座へお振込ください。

三井住友銀行 梅田支店 普通預金 ２９６０７８５ 東武トップツアーズ㈱大阪教育旅行支店

宿泊について契約成立以降に解除される場合は、１泊ごとに下記の取消料を申し受けます。
誤手配防止のため、変更・取消については必ずFAXにてお申出下さい。

宿泊日の前日から起算してさかのぼって
宿泊前日 宿泊当日 無連絡

6日目以前 5日目～4日目 3日目～２日目

無料 ２０％ ３０% ４０％ ５０% 100%

＊宿泊当日12：00迄に当支店またはご宿泊施設に取消の連絡がない場合は、
無連絡不参加として取り扱い、100％の取消料を申し受けます。

＊営業時間後の御連絡（FAX着信）については翌日の扱いとさせていただきます。

＊７/28（土） 7/29（日）のご連絡は０９０―９１５６―０４５３にてお申し出下さい。

大阪教育旅行支店 電話０６－４７９９－０１５０

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第38号

一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員

総合旅行業務取扱管理者 和田 実

FAX０６－４７９９－０１６０

担当： 神尾・柴田

｢旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この後旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点
がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。」

〒530-0004 大阪市北区堂島浜2-2-28（堂島ｱｸｼｽﾋﾞﾙ７階）

営業日：月～金 営業時間：９：００～１８：００

休業日：土日祝日

客国 １８－１２６

詳しい旅行条件を記載した書面を別途お渡しいたしますので、確認の上お申込みください。

※部屋タイプは、シングル、ツイン（ベッド2台）・セミダブル（ベッド1台）・和室(6名定員） です。

※各ホテルには定員がありますのでご希望にそえない場合があります。予めご了承ください。

※掲載ホテルが満室の場合は他の施設をご案内する場合がございます。

①早着・遅発について 到着は原則として１５時以降、出発は１０時以前とします。それ以外については

追加料金が必要となる場合があります。

②食事時間について 原則として、朝食の時間は７時００分からとなります。



旅行条件 本旅行条件書は、旅行業法第12条の４に定める取引条件説明書面及び同法第12条の５に定める契約書面の一部となります。この条件に
定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。
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