
第45回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会 参加チーム　各位

大会開催期間中のお弁当のお手配をしております（各会場まで配送可能）。

料金　お一人様　１食お茶付　800円（税込）　

第45回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会

【宿泊・弁当　要項】

2．取扱期間

第45回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会(以下「大会」という。)の宿泊および弁当の確保に万全を期することを目的とし、次のよ

うに定めます。

　(１)第45回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)の宿泊・弁当基本方針に

        従って実施します。

　(２)この要項の適用対象者(以下「大会参加者」という。)は、大会に参加する監督・コーチ・選手については

　　  大会実施要項により正規に認められた者とします。

　(３)大会参加の配宿は、指定宿舎とします。尚、指定した施設の変更は原則として認めません。

        変更によって生じるすべての紛議や損失は、任意に宿舎を変更したものが責任を負うところになります。

　(４)宿泊・弁当の取り扱いは、実行委員会が指定した『京王観光(株)さいたま支店』(以下「旅行センター」という。)が

　  　担当します。必ず旅行会社を通じてお申込みを行ってください。

3．ご宿泊のご案内

1．基本方針

　(１)宿泊指定日：令和４年8月11日(木)～8月14日(日)の3泊を用意しております。

　　　(前泊・後泊のご希望の場合は、別途承りますのでご相談下さい）

　　①宿泊代金(原則１泊２食・１泊朝食のみ　税金・サービス料込 １名様代金　定員利用）単位：円

　　②宿泊申込みは、宿泊希望施設欄に、第三希望まで施設を選択下さい。

　　③配宿は、お申込書の希望を考慮しながら宿泊人数に合わせて宿泊先を決定いたします。

　　　また、配宿は旅行センター一任とさせて頂きます。各宿泊施設には限りがありますので、ご了承さい。

　　　決定した宿舎については宿舎決定通知書を各チームへお知らせいたします。

　　　1次締切6月30日(木)までにご依頼の場合、7月8日(金)以降に配宿の結果をご案内いたします。

　　　お部屋タイプ及び宿舎の収容人員が満員に達した場合は、やむを得ず希望以外への配宿を行うことが

　　　あります。宿泊施設一覧表以外の宿舎にご案内する場合がございます。

　　④宿泊の割当は、監督・コーチ・選手・応援児童・保護者の順に優先して行います。

　(２)早着・遅着の扱い

　　　チェックインは、原則15時以降、チェックアウトは10時以前を原則とします。それ以外によっては追加

　　　料金を徴収する場合もございます。

　(３)欠食控除の取り扱い

　　　欠食控除の取り扱いは行いません。

　(４)宿舎の駐車場について

　　宿泊申込の際、予定交通機関をご記入下さい。宿舎によって別途駐車料金がかかる場合がございます。

　令和４年8月11日（木）～8月14日(日)（競技日程は8月12日～8月14日になります。)

　但し、災害時等特別な理由が生じた場合は、考慮します。

コロナ対策の一環として、宿泊手配は京王観光へのご依頼のご協力をお願い致します。

※特別な理由がある場合は弊社以外での宿泊手配が可能です。

その場合はコロナ対策の一環としてお泊りの施設情報をお知らせ下さい。

4．弁当のご案内



　≪参加登録システムでの見積(企画書)の依頼方法≫
　　旅行センターの参加登録システムKitosより見積(企画書)の依頼をして下さい。

　　https://kitos-001.jp/junior-hockey2022/Entry/RegTop.aspx   

　　依頼方法はシステムに記載しておりますのでご確認下さい。

　　ご依頼後は、旅行センターより見積(受注型企画旅行 企画書面)の提出がございます。

　　提出された企画書面をご確認頂き、所定のお申込書にてお申込み下さい。

　　※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。

　　　　【振込口座】三菱UFJ銀行　振込第一支店　当座（9530021）　京王観光株式会社　　

※お振込み名は参加チーム名にてお願いいたします。　

京王観光株式会社　さいたま支店
TEL　048-647-0025／FAX　048-647-0018

E-mail  saitama@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：稲田　剛司
　　　　　　　　　担当：小針、伊澤、吉岡、滝島

〒330-0802　埼玉県さいたま市大宮区宮町2-55-2第一大宮ビル8F

所定のお申込書を提出いただいた後、『御請求書』をお客様のメールアドレス宛に送信させて頂きます。

　  ご確認後、お間違いなければ　7月20日(水)まで　に指定口座にお振込をお願い致します。

     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。

8．申込後の変更、取消について

　　お申込後のご変更およびお取消につきましては、必ず旅行センターの参加登録システムKitos にて
　　お願い致します。電話・メールでのご連絡は受付けておりません。
　　ご返金につきましては、大会終了後にご指定の口座にご返金いたします。

9．お取消料について

【取扱い旅行会社・お問い合わせ先】

　　　　　   例）ケイオウカンコウスポショウ

10．輸送

　　本大会では、シャトルバスの運行はありませんので移動は公共交通機関又は貸切バス等をご利用下さい。

　　各宿舎から大会会場までの送迎バスがございませんので、予めご了承下さい。

　　最終締切　　令和4年7月11日（月）まで
　　　　　　　　　　　　※1次締切のお申込み、配宿状況によりご案内できる施設は限られます。

　　　　　　　　　　　　 　ご希望・ご要望に添えない場合もございますので予めご了承ください。

　　　　　　　　　　　　※期日以降のご依頼については旅行センターまでご相談下さい。

　　別紙『取消料のご案内』をご参照ください。

5．宿泊・弁当　お見積依頼方法　　　受付開始は6月1日（水)　10時予定

　  受付開始前にご依頼・ご質問がございましたら、下記旅行センターまでご連絡ください。

6．宿泊・弁当　お申込期限

7．旅行代金のご精算

　　1次締切　　令和4年6月30日（木）まで
　　　　　　　　　　　　※1次締切までに宿泊・弁当などご依頼されることをおすすめいたします。
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大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷対応 ○ 【車で】

14台

コンビニ ○

チェックイン 15:00～

チェックアウト ～11:00

wifi ○

駐車場 ○

バス駐車場 6台

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷対応 製氷機のみ 【車で】

コインランドリー 5台

コンビニ ×（徒歩3分）

チェックイン 15:00～

チェックアウト ～12:00

wifi ○

駐車場 ○

バス駐車場 1台

大浴場 ○（有料）

冷蔵庫 〇

氷対応 ○ 【車で】

コインランドリー 16台

コンビニ ○

チェックイン 15:00～

チェックアウト ～10:00

wifi ○

駐車場 ×（提携駐車場有）

バス駐車場 ×¥13,000

¥8,500
1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞

¥8,500

¥11,500

¥10,000

1泊朝食付

1名様ご利用＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

¥12,000
1名様ご利用＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

¥15,000

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

FAX　03-3778-3861

＊バス駐車可能ホテル（1台）

TEL　03-3440-1111

NO ホ テ ル 名

１泊・定員利用・お１人様あたりの

ご提案料金

（サービス料・消費税込）

備考 アクセス

第45回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会

宿泊期間：2022年8月11日（木）～8月14日（日）

会場：大井ホッケー競技場ノースピッチ又はサウスピッチ

品川区・大田区　周辺

お見積（企画書）依頼のご提案予定ホテル

会場まで

会場まで約6km / 約12分

東京都品川区東品川4-13-27

会場まで約3km / 約6分

【電車+徒歩】

会場まで約35分

徒歩約1分

京浜急行線青物横丁駅より徒歩約10分

FAX　03-3441-7092

【電車+徒歩】

会場まで約35分

2

TEL　03-5495-0810

りんかい線品川シーサイド駅（A出口）より

〒108-8611

東京都港区高輪4-10-30

¥12,000
1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞

品川プリンスホテル

1泊夕朝食付

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

1泊朝食付

1名様ご利用＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

¥16,500

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

〒140-0002

JR線・京急線 品川駅（高輪口）徒歩約2分

最寄駅は品川駅

3 アワーズイン阪急

大井町駅から徒歩約3分

1

¥8,500
1名様ご利用＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

JR線・りんかい線・東急大井町線の

1泊夕朝食付

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞
〒140-0014

東京都品川区大井1-50-5

＊バス駐車可能ホテル（6台）¥13,000

TEL　03-3775-6121

会場まで約35分

ハートンホテル

東品川

1泊夕朝食付

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

1泊朝食付

FAX　03-5495-0811

会場まで約4km /約 8分

【電車+徒歩】

最寄駅は品川シーサイド駅

¥12,000

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

宿泊施設は大会実行委員会と旅行センターで新型コロナウイルス感染予防対策チェック表に沿ってご用意しております。

・お食事はご夕食とご朝食の2食付きをご用意しております。

・ホテルNo.１～３の3ホテルはご宿泊の人数によりますが、ご宿泊のフロアを大会参加者、関係者の皆様にてお部屋

まとめることが可能です。ご夕食会場は大会参加者、関係者の皆様にて専用会場又は個室をご予定しております。
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大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷対応 製氷機のみ 【車で】

コインランドリー 4台

コンビニ ×（徒歩30秒）

チェックイン 14:00～

チェックアウト ～11:00

wifi ○

駐車場 ×（提携駐車場有）

バス駐車場 2台（予約制）

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷対応 ○ 【車で】

コインランドリー 2台

コンビニ ×（徒歩1分）

チェックイン 15:00～

チェックアウト ～10:00

wifi ○

駐車場 ×

バス駐車場 ×

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷対応 製氷機のみ 【車で】

コインランドリー 2台

コンビニ ×（徒歩5分）

チェックイン 15:00～

チェックアウト ～11:00

wifi ○

駐車場 ○

バス駐車場 1台

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷対応 製氷機のみ 【車で】

コインランドリー ×（徒歩3分）

コンビニ ×（徒歩1分）

チェックイン 15:00～ 　

チェックアウト ～10:00

wifi ○

駐車場 ○

バス駐車場 ×

■ミーティングルームご希望の際は別途ご相談ください。

会場まで約7km / 約15分

【電車+徒歩】

＊上記のご宿泊料金は、税金・サービス料 込みの料金になります。

＊お客様のご都合によりご予約をお取消しされる場合は、別紙記載のお取消料を頂戴いたします。

＊食事会場は基本的に貸切ではございません。時間帯によっては混雑する場合があります。予めご了承ください。

＊食事スタイルは当日の状況によって変更になる場合があります。予めご了承ください。

6

ホテルオリエンタル

エクスプレス

 東京蒲田

1泊夕朝食付

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞ 〒144-0035

¥7,500 東京都大田区南蒲田1丁目3-15

1泊朝食付

¥8,000 ＊バス駐車可能ホテル（1台）

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞ 京急蒲田駅より徒歩3分

JR京浜東北線蒲田駅より徒歩15 分

5 チサンホテル蒲田

1泊夕朝食付

〒144-00512～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

¥9,900 東京都大田区西蒲田8-20-11

1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞ TEL　03-5703-5555

1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞

¥12,000 FAX　03-3731-5572

1泊朝食付

FAX  03-3766-7201

会場まで約6km /約15分

¥9,500 FAX 　03-3733-5512

会場まで約45分

¥9,900

1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞ TEL　03-3733-5511

¥6,000
1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞

会場までNO ホ テ ル 名

１泊・定員利用・お１人様あたりの

ご提案料金

（サービス料・消費税込）

備考 アクセス

7
ホテルマイステイズ

プレミア大森

1泊夕朝食付

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞ 〒140-0013

¥11,550 東京都品川区南大井6-19-3

1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞ TEL　03-3766-7001

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

JR京浜東北線大森駅（北口）から徒歩5分

京浜急行大森海岸駅から徒歩7分

¥13,000

1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞

会場まで約3km /約15分

¥14,000

4

ホテル

ニューオータニイン

東京

1泊夕朝食付

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞ 〒141-0032

¥12,000 東京都品川区大崎1-6-2

1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞ TEL　03-3779-9111

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞ JR大崎駅（北改札口）東口直結

¥14,000 ＊バス駐車可能ホテル（2台）

＊2～3名様の場合、洋室ツインにエキストラベッド1台のお部屋になる場合がございます。

会場まで約40分

¥9,000
1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞

会場まで約8km /約20分

¥17,000 FAX　03-3779-9181

1泊朝食付 【電車+徒歩】

1泊朝食付 【電車+徒歩】

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞ JR蒲田駅（南口）より徒歩3分

京浜急行京急蒲田駅より徒歩20分

会場まで約50分

¥6,600

¥9,000

会場まで約45分

【電車+徒歩】
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大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷対応 ○ 【車で】

コインランドリー 2台

コンビニ ×（徒歩1分）

チェックイン 15:00～

チェックアウト ～11:00

wifi ○

駐車場 ○(2台まで)

バス駐車場 ×

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷対応 製氷機のみ

コインランドリー × 【車で】

コンビニ ×（徒歩8分）

チェックイン 15:00～

チェックアウト 　～11:00

wifi 〇

駐車場 ×

バス駐車場 ×

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷対応 製氷機のみ 【車で】

コインランドリー 3台

コンビニ ×（徒歩3分）

チェックイン 15:00～

チェックアウト ～11:00

wifi ○

駐車場 ×

大浴場 ×

冷蔵庫 〇

氷対応 ○ 【車で】

コインランドリー 2台

コンビニ 〇（建物内）

チェックイン 15:00～

チェックアウト ～11:00

wifi ○

駐車場 〇

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷対応 製氷機のみ 【車で】

コインランドリー ○

コンビニ ×（徒歩3分）

チェックイン 15:00～

チェックアウト 　～11:00

wifi ○

駐車場 〇

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

氷対応 製氷機のみ 【車で】

コインランドリー 3台

コンビニ ×（徒歩3分）

チェックイン 15:00～

チェックアウト 　～11:00

wifi ○

駐車場 ×

■ミーティングルームご希望の際は別途ご相談ください。

会場まで約8km /約16分

会場まで約40分

1泊朝食付きのホテル

東京モノレールで試合会場まで移動できるホテル

〒105-0023

1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

¥8,500

¥9,900

¥11,500
1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞

¥12,900
8

チサン ホテル

 浜松町

＊バス駐車場なし

9
FAX  03-5735-2611

1泊朝食付（夕食不可）

京浜急行空港線穴守稲荷駅より徒歩4分 【電車+徒歩】

東京モノレール天空橋駅より徒歩12分

1名様ご利用＜洋室シングル／バス・トイレ付＞

　　　公共交通機関を利用して会場へ行く際は「東京モノレール」のご利用が大変便利です。

　　　最寄り駅から試合会場まで

　　　ノースピッチ：東京モノレール「大井競馬場前駅」から徒歩約8分

         サウスピッチ：東京モノレール「大井競馬場前駅」から徒歩約17分もしくは「流通センター駅」から徒歩約20分

NO ホ テ ル 名

１泊・定員利用・お１人様あたりの

ご提案料金

（サービス料・消費税込）

備考 アクセス 会場まで

¥11,800

＊バス駐車場なし

会場まで約8km /約16分

FAX　03-3452-9241

1泊朝食付（夕食不可）

JR線、東京モノレール浜松町駅

より徒歩8分

【電車+徒歩】

会場まで約30分

¥9,800
2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

1名様ご利用＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

¥15,000

1泊夕朝食付

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞ 〒144-0042

東京都大田区羽田旭町4-11

1泊夕朝食付

2～3名様1室＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

東京都港区芝浦1-3-10

TEL　03-3452-6511

TEL　03-5735-2525ホテルJALシティ

羽田 東京

ウエストウイング

¥13,000

2～3名様1室

＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

¥12,500

1名様ご利用

＜洋室シングル／バス・トイレ付＞

NO ホ テ ル 名

ご宿泊代金

（１泊・定員利用・お１人様あたり）

（サービス料・消費税込）

備考 アクセス 会場まで

会場まで約6km /約15分

〒141-0022

10
JR東日本

ホテルメッツ五反田

1泊朝食付（夕食不可）

FAX　03-6408-0015

JR五反田駅より徒歩１分

東京都品川区東五反田1-26-3

TEL　03-6408-0011

【電車+徒歩】

会場まで約40分

¥9,800

12

1泊朝食付（夕食不可）

会場まで約9km /約20分

【電車+徒歩】

会場まで約25分

会場まで約8km /約20分

【電車+徒歩】

会場まで約45分

東京都港区芝浦4-2-8

TEL　03-5730-7770

JR山手線田町駅芝浦口から徒歩6分

1泊朝食付（夕食不可）

〒105-0012

東京都港区芝大門2-6-2

TEL　03-6402-3203

FAX  03-6459-0218

＊バス駐車場なし

¥8,000

2～3名様1室

＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

¥11,500

〒108-0023

FAX 03-5730-7778

＊上記のご宿泊料金は、税金・サービス料 込みの料金になります。

＊お客様のご都合によりご予約をお取消しされる場合は、別紙記載の取り消し料を頂戴いたします。

＊食事会場は基本的に貸切ではございません。時間帯によっては混雑する場合があります。予めご了承ください。

＊食事スタイルは当日の状況によって変更になる場合があります。予めご了承ください。

13
相鉄フレッサイン

 大門駅前
JR浜松町駅(南口)から徒歩5分

東京モノレール浜松町駅より徒歩5分

＊バス駐車場なし

¥7,700

2～3名様1室

＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

¥10,000

1名様ご利用

＜洋室シングル／バス・トイレ付＞

＊2～3名様の場合、洋室ツインにエキストラベッド1台のお部屋になる場合がございます。

2～3名様1室

＜洋室ツイン／バス・トイレ付＞

¥14,500

1名様ご利用

＜洋室シングル／バス・トイレ付＞

11
ロワジールホテル

品川シーサイド

1泊朝食付（夕食不可）

〒140-0002

東京都品川区東品川4丁目12-8

TEL　03-5781-3511

＊バス駐車場なし

会場まで約3km /約6分

FAX  03-3474-5221

【電車+徒歩】

会場まで約35分

京浜急行線青物横丁駅より徒歩7分

　りんかい線品川シーサイド駅（C出口）

より徒歩2分

¥9,900

《朝食はBOX対応》

ホテルヴィラフォン

テーヌ東京田町

1名様ご利用

＜洋室シングル／バス・トイレ付＞



※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ご宿泊開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の100％

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

（④～⑥を除く）
宿泊代金の30％

④ご宿泊開始日の前日 旅行代金の40％

⑤ご宿泊開始日（⑥を除く） 旅行代金の50％

取消日 取消料

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 企画料金に相当する額

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

（③～⑥を除く）
宿泊代金の20％

営業時間内(平日09:00～18:00)にお願い致します。

弁当のご案内

大会期間中のお弁当をお手配させて頂きます。

スポーツ大会向けのボリューム満点のお茶付きのお弁当を各会場へ配達させて頂きます。

第45回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会ご担当者 様

第45回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会

宿泊期間：2022年8月11日（木）～8月14日（日）

会場：大井ホッケー競技場ノースピッチ又はサウスピッチ

料金　お一人様　１食お茶付　800円（税込）

弁当のみのお申込みも可能です。ご検討ください。別途、業務委託契約を締結させて頂きます。

お取消料のご案内

受注型企画旅行契約の成立後のお取消しにつきましては下記のお取消料が発生致します。

※お申込後のご変更・お取消のご依頼につきましては、必ず旅行センター参加登録システムKitos にて


