
大浴場 ×

冷蔵庫 ○

製氷機 フロント対応

コインランドリー ○

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～10：00

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

製氷機 ○

コインランドリー ○

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～10：00

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

製氷機 ○

コインランドリー ○

コンビニ ○

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～10：00

大浴場 ×

冷蔵庫 〇

製氷機 〇

コインランドリー 〇

コンビニ 徒歩5分以内

チェックイン 16:00～

チェックアウト ～10:00

大浴場 ×

冷蔵庫 〇

製氷機 〇

コインランドリー 〇

コンビニ 徒歩5分以内

チェックイン 16:00～

チェックアウト ～10:00

＊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。

＊上記のご宿泊料金は、税金・サービス料・入湯税 込みの料金になります。

＊上記とは別に大阪府宿泊税がかかるホテルが御座います。宿泊1泊あたり100円×泊数　※３のホテルのシングルルーム利用のみ

1

新大阪サニーストンホテル 〒532-0011

大阪市淀川区西中島4-12-2
1泊食事なし

ツインルーム(2名1室利用)＜バス・トイレ付＞ TEL 06-6390-0001

¥6,400

鶴見緑地まで車で約25分

鶴見緑地まで車で約25分

2

ホテル関西 〒530-0056

大阪市北区兎我野町9－15
1泊食事なし

ツインルーム(2名1室利用)＜バス・トイレ付＞

トリプルルーム(３名1室利用)＜バス・トイレ付＞
TEL 06-6312-7971

¥5,700
　  　朝食付は￥6,200

コンビニ 徒歩約１分
  夕・朝食付は￥7,200

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

西日本６人制ホッケー選手権大会　参加チームご担当者 様

第５６回 西日本６人制ホッケー選手権大会
宿泊期間：202２年３月１８日（金）～３月２１日（月・祝）

会場：鶴見緑地球技場

新大阪駅・梅田　周辺

　　　202２年３月２４日（木）～３月２７日（日）

　  　朝食付は￥7,200
コンビニ 徒歩約１分

  夕・朝食付は￥8,400

〒532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島5-2-9
TEL 06-6305-1045

鶴見緑地まで車で約25分

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥6,900 地下鉄 西中島南方駅 徒歩約3分

　  　朝食付は￥7,700 新大阪駅より1駅

　夕・朝食付は￥8,900

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥6,200
　  　朝食付は￥6,700

　夕・朝食付は￥7,700

ＪＲ大阪駅 徒歩約10分

※ホテル提供の無料朝食サービスをご利用いただけます

※夕・朝食付は対応不可

新大阪駅 徒歩約6分

4

東横イン 新大阪中央口本館
1泊無料朝食付き

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥6,500

3

ヴィアイン新大阪ウエスト 〒532-0003

大阪市淀川区宮原4-1-21
1泊食事なし

シングルルーム＜バス・トイレ付＞ TEL 06-6398-6111

¥7,600
　　朝食付は￥8,480 新大阪駅 徒歩約5分

夕・朝食付についてはご相談下さい 鶴見緑地まで車で約25分

5

東横イン 大阪船場２
〒541-0058

大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-5-14
1泊無料朝食付き

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥6,300
※ホテル提供の無料朝食サービスをご利用いただけます

※夕・朝食付は対応不可

堺筋本町駅から徒歩5分

鶴見緑地まで車で約25分

TEL 06-7669-1045



大浴場 ×

冷蔵庫 ○

製氷機 〇

コインランドリー ○

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～11：00

大浴場 ×

冷蔵庫 〇

製氷機 〇

コインランドリー 〇

コンビニ 徒歩３分

チェックイン 16:00～

チェックアウト ～10:00

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

製氷機 〇

コインランドリー ○

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～10：00

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

製氷機 ○

コインランドリー ○

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～11：00

大浴場 ×

冷蔵庫 ○

製氷機 〇

コインランドリー ○

チェックイン 15：00～

チェックアウト ～11：00

西日本６人制ホッケー選手権大会　参加チームご担当者 様

第５６回 西日本６人制ホッケー選手権大会
宿泊期間：202２年３月１８日（金）～３月２１日（月・祝）

　　　202２年３月２４日（木）～３月２７日（日）

会場：鶴見緑地球技場

会場付近・心斎橋　周辺

1

大阪守口プラザホテル大日駅前 〒570-0021

大阪府守口市八雲東町2-82-35
1泊無料朝食付き

ツインルーム(2名1室利用)＜バス・トイレ付＞ TEL 06-6900-1111

¥5,900
※ホテル提供の無料朝食サービスをご利用いただけます

コンビニ 徒歩約1分
　  夕食付は￥7,200

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥6,900 地下鉄大日駅から徒歩約1分

※ホテル提供の無料朝食サービスをご利用いただけます 鶴見緑地まで車で約10分

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

3

ヴィアイン心斎橋・ヴィアイン心斎橋四ツ橋

1泊食事なし

ツインルーム(2名1室利用)＜バス・トイレ付＞

　  夕食付は￥8,200

2

東横イン 京橋桜ノ宮
〒534-0027

大阪府大阪市都島区中野町1-8-16
1泊無料朝食付き TEL 06-6242-1045

シングルルーム＜バス・トイレ付＞ FAX 06-6242-1046

¥6,200 桜ノ宮駅西口から徒歩8分

※ホテル提供の無料朝食サービスをご利用いただけます

※夕・朝食付は対応不可

鶴見緑地まで電車で約９分

鶴見緑地まで車で約１5分

¥6,900 地下鉄日本橋駅 徒歩約2分

　  朝食付は￥８,０００ 鶴見緑地まで車で約25分

　夕・朝食付は要相談

4

相鉄グランドフレッサ大阪なんば 〒542-0073

大阪府大阪市中央区日本橋1-1-131泊食事なし

ツインルーム(2名1室利用)＜バス・トイレ付＞

トリプルルーム(３名1室利用)＜バス・トイレ付＞
TEL 06-7668-2030

¥5,500

＊上記のご宿泊料金は、税金・サービス料・入湯税 込みの料金になります。

＊上記とは別に大阪府宿泊税がかかるホテルが御座います。宿泊1泊あたり100円×泊数　※３のホテルのシングルルーム利用のみ

＊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。

　　夕・朝食付は要相談

「ヴィアイン心斎橋」

〒542-0086大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目10-15

TEL 06-6121-5489

地下鉄心斎橋駅から徒歩約１分

鶴見緑地まで車で約25分

「ヴィアイン心斎橋四ツ橋」

〒550-0013　大阪府大阪市西区新町1丁目5番10号

TEL 06-6533-5489

地下鉄心斎橋駅から徒歩約6分

鶴見緑地まで車で約25分

5

クインテッサホテル大阪心斎橋

1泊食事なし

ツインルーム(2名1室利用)＜バス・トイレ付＞

¥5,900

　  　朝食付は￥6,６00
コンビニ 徒歩約１分

 　 夕・朝食付は要相談

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

　　夕・朝食付は要相談

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥6,500
　  　朝食付は￥7,６００

¥5,500
　  　朝食付は￥６,６００

コンビニ 徒歩約１分
　  夕・朝食付は要相談

〒542-0083

大阪市中央区東心斎橋1丁目8-21

TEL 06-6252-3301

地下鉄心斎橋駅から徒歩約6分

鶴見緑地まで車で約25分

　  　朝食付は￥６,９００
コンビニ 徒歩約3分

　  夕・朝食付は要相談

シングルルーム＜バス・トイレ付＞

¥7,500
　  　朝食付は￥8,５００



※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。

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

旅行代金の40％

取消料

なし

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

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）

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）

④ご宿泊開始日の前日

取消料のご案内

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

宿泊代金の20％

宿泊代金の30％

第５６回 西日本６人制ホッケー選手権大会
宿泊期間：202２年３月１８日（金）～３月２１日（月・祝）

西日本６人制ホッケー選手権大会　参加チームご担当者 様

※お申込後のご変更およびお取消につきましては、営業時間内(平日09:00～18:00)にお願い致します。

　　　202２年３月２４日（木）～３月２７日（日）

交通のご案内

大阪・会場までの交通機関（航空券・ＪＲ(団体のみ)・貸切バス 等）をお手配させて頂きます。

※団体料金を適用して割安な手配も可能ですのでお声がけ下さい。

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。

日替わり弁当(お茶付き)　＠８００円税込

会場：鶴見緑地球技場


