
.

   謹啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 この度、第25回全国小学生バドミントン選手権大会が2016年12月23日（金）～27日（火）滋賀において開催されるにあたり、
 全国各地より皆様方が来県されますことを心より歓迎申し上げます。
 大会に参加される皆様の宿泊、お弁当の手配を、弊社にてお手伝いさせていただくことになりました。
 私ども社員一同、万全の準備を期して、大会にご参加の皆様をお待ち申し上げます。

申込方法
・ 後述する各種ご案内をご一読下さい。

　・ お申込みは、別紙の「申込書」に必要事項をご記入のうえ、弊社宛てにＦＡＸまたは郵送にてお送りください。
・ 人数が多く、宿泊者名簿に記入できない場合は、宿泊者名簿をコピーの上、ご記入ください。
・ 宿泊お申込みは必ず第3希望までご記入願います。
・ 部屋数の関係上、ご希望の宿泊施設・部屋タイプに添えない場合もございますので、予めご了承下さい。

お申込みのスケジュール

・ お申込み締切日：平成28年11月18日（金）

配宿につきましては、先着順とさせていただきます。

本大会向けのお部屋は数量限定となっておりますので、お早めにお申し込み下さいますようお願いいたします。
※決定宿舎については、11月25日頃迄にお知らせします。

お支払い方法
・ 宿泊予約確認書等とともに、ご請求書を郵送にてお送りいたします。（11月末頃を予定しております）
・ 請求書記載の銀行口座に、12月８日（木）までにお振込みをお願い申し上げます。

変更・取消しについて
・ お申込み後に変更・取消しが生じた場合は、ＦＡＸまたは郵送にてお早めに名鉄観光大津支店

までご連絡下さい。なお、お取消しにつきましては別途記載の取消料がかかりますので予めご了承願います。

・ お電話でのお申込み、変更、取消し等はお受けできません。トラブルの原因となりますので、ご遠慮願います。

②

③

④

  第25回全国小学生バドミントン選手権大会（滋賀大会）

ご　挨　拶

名鉄観光サービス株式会社　大津支店

支店長　和瀬田　岳宏

  １．お申込み手続きについて

①

ご宿泊・お弁当
お申込みのご案内



◆お申込みは、別紙の「申込書」に必要事項をご記入のうえ、弊社宛てにＦＡＸまたは郵送にてお送りください。
◆人数が多く、宿泊者名簿に記入できない場合は、宿泊者名簿をコピーの上、ご記入ください。
◆宿泊設定日　：　2016年12月22日（木）～27日(火）6泊

※設定日以外のご宿泊を希望される場合はお問い合わせ下さい。
◆申込番号ごとに、部屋タイプが異なりますので、よくご確認のうえお申込み下さい。

◆最少催行人員：1名　 ◆添乗員：同行しません。 ◆移動：各自にて。
◆日程：自宅または前泊地⇒滋賀（食事：夕または無し）/最終日：滋賀⇒自宅または後泊地（食事：朝）

※お部屋は基本洋室、１～4名様一室利用になります。 ホテルにより一部和室・和洋室タイプもあります。

※夕食代金欄の設定なしは、朝食のみの設定となります。夕食のご用意はございません。

１泊朝食付税込施設

夕食代金

別途費用

JR大津駅より

約10分

JR草津駅

徒歩約10分

JR大津駅

直結

JR大津駅

徒歩約8分

京阪電車

石場駅

徒歩約6分

無料送迎バス

15－S

15－T

14－R
車約15分

13－S
1,700円

シングル2名利用 6,500 徒歩約5分 13－T

守山地区

ホテル琵琶湖プラザ トリプル 6,500
JR守山駅

無料 車約30分 車約15分 1,700円

守山アートホテル 7,800
JR守山駅

無料 車約30分 車約8分 1,800円

栗東地区 アートリッツホテル
シングル 7,800 JR栗東駅

無料 車約25分

11－Ｓ
徒歩約1分

ホテルボストンプラザ草津

シングル 9,800 JR草津駅前

500円 車約20分 車約15分 設定なし

12－S

ツイン 8,500
徒歩約1分

12－T

トリプル 8,500 12－R

アーバンホテル南草津 シングル 9,000
JR南草津駅前

1,080円 車約15分

7－S

7－R

7－w

9－S

アーバンホテル草津 シングル 8,300
JR草津駅

864円 車約20分 車約15分 1,200円 10－S
徒歩約5分

ツイン

設定なし

京阪電車

徒歩約1分

唐橋駅

8－S

8－T

8－R

JR瀬田駅前

瀬田地区

アーブしが

シングル・ツイン
6,500

無料 車約15分 車約30分 2,350円

車約6分 車約30分 4,000円

トリプル

和室 5,800

瀬田アーバンホテル

シングル

7,600 980円 車約15分 車約25分 2,000円

トリプル

徒歩約5分

JR石山駅

5－F

石山地区 レイアホテル大津石山 シングル 6,800 1,200円 車約15分 車約25分 設定なし 6－S
徒歩約2分

2－S

ホテルピアザびわ湖

シングル 9,000

600円～

車約　3分

車約25分

2,000円 3－S

ツイン 8,500
徒歩約12分　

23・24日は 3－T

4名部屋 7,500 4,000円 3－F

東横イン京都琵琶湖大津 シングル 6,800 500円 車約10分

申込

記号1泊朝食（税込） 1泊1台あたり 県立体育館 守山市民体育館

ホテルテトラ大津・京都
シングル 7,500

1,030円 車約10分 車約30分 2,000円
1－S

ツイン・和洋室 5,800 1－T

２．宿泊のご案内

ホテルタイプ

地区 ホテル名 部屋タイプ
宿泊代金

最寄駅より
駐車場（乗用車） ホテルから大会会場まで

車約30分 設定なし

琵琶湖ホテル

※無料送迎バスあり
4名部屋 9,000 無料

2,000円
草津地区

草津第一ホテル シングル 8,000 無料 車約25分 車約15分

車約12分

大人･小人同額　※添い寝幼児はお問い合わせ下さい。※料金は１泊朝食付、サービス料・消費税込、お一人様当りの料金です。

大津駅

周辺地区

シングル

シングル2名利用

4－T

4－R

4－F

無料 徒歩約5分 車約25分

大人4,450円

23～25日4,650円

小人2,400

大津プリンスホテル

※無料送迎バスあり

2名利用

約10分

車約20分

3名利用

4名利用

10,000

8,400

7,000

JR大津駅より

無料送迎バス

車約5分



※お部屋は基本和室、定員利用になります。 ホテルにより一部７名定員以上和室・和洋室タイプもあります。

※夕食なしの宿泊代金は、1泊2食の代金より夕食欠食金額を差し引いた額となります。

１泊２食付税込施設

◆会場周辺には、徒歩圏内にて食事のできる施設及びコンビニエンスストア等は少ないため事前のお申込みをお勧めいたします。

・ご注文以外の当日販売は行いませんので、予めご了承下さい。

・お弁当の空き箱は指定の場所に15時までにご持参下さい。

◆設定日　：　2016年12月23日(金）～27日（火）までの5日間とします。

会場内特設お弁当引渡しデスクにて弁当券と引換え　11:00～13:00

夕食欠食

料金

石山地区 

雄琴地区
JRおごと温泉駅

車で約５分

唐崎地区 KKRホテルびわこ 5～6名和室 9,800
JR唐崎駅

部屋タイプ

松乃荘

旅館タイプ

地区
宿泊代金

1泊２食（税込） 1泊1台あたり

ホテルから大会会場まで

県立体育館 守山市民体育館

8,800

9,4002～6名和室 17－W

無料 車約20分 車約40分 設定なし

ホテル名 最寄駅より

18－W
徒歩約10分

石山寺駅 車約30分

京阪電車

徒歩約３分

雄琴荘 2～5名和室 10,800

車約20分 車約40分 設定なし 19－W
徒歩約11分

9,500

12,000（24日）

△3,500円 20－W無料 車約25分 車約30分

雄琴地区 琵琶湖グランドホテル 5～7名和室
JR唐崎駅

無料

3．お弁当のご案内

700円税込
第25回全国小学生バドミントン選手権大会

特製弁当(お茶付）　１個

大人･小人同額　※添い寝幼児はお問い合わせ下さい。※料金は１泊２食付、サービス料・消費税込、入湯税込、お一人様当りの料金です。

大津駅

周辺地区
アヤハレークサイドホテル 5名以上和室

申込

記号

無料 車約15分 設定なし

設定なし 16－W無料
JR・京阪膳所駅

徒歩約10分
徒歩約5分 車約30分

駐車場（乗用車）



◆本大会における計画輸送バス（宿泊施設～大会会場・最寄り駅～大会会場）などは予定しておりません。
競技会場・開会式会場へは、公共交通機関およびタクシー等をご利用いただき、参加者各自でご来場下さい。

・滋賀県立体育館へのアクセス

JR東海道本線（琵琶湖線）膳所駅から徒歩約15分
京阪電鉄　京阪膳所駅または錦駅より徒歩約13分
JR東海道本線（琵琶湖線）大津駅より車で約10分
名神高速道路大津ICより車で約８分
JR大津駅より近江鉄道バス・京阪バス（路線バス・なぎさ公園線）で約10分　※県立体育館前下車

・守山市民体育館へのアクセス

JR東海道本線（琵琶湖線）守山駅から車で約15分
名神高速道路栗東ICより車で約20分
JR守山駅より近江鉄道バス（路線バス）で約10～20分　※守山市民ホール前下車

◆その他、交通機関（航空機・ＪＲ・フェリー・貸切バス等）の手配、観光の手配も受け付けます。
お気軽にご相談下さい。

○各地⇒滋賀への航空機、ＪＲの手配
○各地⇒滋賀への貸切バスの手配
○大会後、観光をしたいなど・・・

4．大会期間中の移動手段について

5.その他

http://www.moriyama-s-p.com/sisetu/roomA/images/003.jpg
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車利用の場合（乗用車･レンタカー･タクシー･貸切バスなど）

◆滋賀県立体育館　名神高速大津ICより約8分
◆守山市民立体育館　名神高速栗東ICより約20分

・関西国際空港駅  ～　京都駅（JR）
ＪＲ特急はるか号　75分　3,130円＜指定席＋52０円＞（16分・46分発）　　関西国際空港　⇒　京都駅　　　

※京都駅からは東海道本線（琵琶湖線）利用、湖西線は大津へはいきません。

新幹線・航空機でお越しの方へ（下記参照ください。）
京都駅・米原駅でJR在来線に乗り換え大津駅へ。
その後、タクシー・路線バス利用で滋賀県立体育館へ

・南ターミナル（ANA）15番のりば（毎時5分・25分・45分発）・北ターミナル5番のりば（JAL）（毎時10分・30分・50分発）
・関西国際空港  ～　京都駅（リムジンバス）
リムジンバス　約99分（第１ターミナルからは約88分）　2,600円　　関西国際空港　⇒　京都駅　　　
・第2ターミナル（ANA・JAL以外）1番のりば（55分・15分・35分発）　・第１ターミナル（ANA・JAL)8番のりば（10分・30分・50分発）

・大阪国際空港（伊丹）　～　京都駅（リムジンバス）
リムジンバス　約55分　1,310円　大阪国際空港（伊丹）　⇒　京都駅　　　

※第2ターミナル発9:15　11:15はありません、第１ターミナル発9:30　9:50をご利用ください

電車・リムジンバスご利用の場合

・京都駅～大津・守山（JR）

ＪＲ東海道本線（琵琶湖線）　　新快速　約24分　　　　 500円　　京都駅　⇒　守山駅
ＪＲ東海道本線（琵琶湖線）　　普通・新快速　 ９分　　200円　　京都駅　⇒　大津駅

大津市・守山市までのアクセス



大会期間中（12月22日（木）～12月27日（火）の６日間

大会の運営を円滑に行うため、予約タクシー（有料）を運行いたします。

予約の方は下記電話番号に直接ご予約ください。★タクシー運賃は降車時にご精算ください。

※大会会場でも受付を行っております。タクシー会社受付スタッフにお申し付けください。

大津第一交通（総合配車センター）　077-524-4000　※24時間対応　

料金目安

滋賀県立体育館 約10分（1,000円～1,300円程度）

守山市民体育館 約30分（5,000円～5,500円程度）

滋賀県立体育館 約20分（1,700円～2,000円程度）

守山市民体育館 約30分（4,000円～5,000円程度）

　 滋賀県立体育館 約40分（4,000円程度）

守山市民体育館 約45分（6,000円程度）

滋賀県立体育館 約25分（3,000円程度）

守山市民体育館　　　　約20分（2,500円程度）

滋賀県立体育館 約20分（2,500円程度）

守山市民体育館 約25分（3,000円程度）

  〈ご旅行条件（要約）　募集型企画旅行〉

●募集型企画旅行契約

この旅行は名鉄観光サービス株式会社（愛知県名古屋市中村区名駅4-4-8・観光庁長官登録旅行業第55号）が

旅行企画・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。

又、契約の内容・条件は各プラン毎に記載される条件のほか、下記条件、別途お渡しする旅行条件書、出発前

にお渡しする確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

●契約の成立

（１）お申込みをいただいた後に、回答と確定書面（予約確認書等）、旅行条件書、ご請求書をお送りいたします。

（２）旅行契約は当社がご旅行代金を受領した時に成立するものとします。

●変更および取消について

お申込み後に変更及び取消される場合には、ＦＡＸ又は郵送又はＥメールにて早めにご連絡下さい。なお、取消の場合は

下記の取消料を申し受けます。

石山･瀬田地区 　⇔

おごと温泉地区　　⇔

草津駅周辺地区　⇔

南草津周辺地区　⇔

６.予約タクシーについて

大津駅周辺　　  　⇔

弁当取消料 無料 無料 代金の５０％ 代金の１００％ 代金の１００％

旅行開始日の前日から起算して

7～４日前まで ３日～２日前まで 前　日 当　日
旅行開始後

及び無連絡

宿泊取消料 20% 代金の３０％ 代金の５０％ 代金の１００％ 代金の１００％

お申込み・お問合せ先

旅行企画・実施 名鉄観光サービス㈱大津支店

第25回全国小学生バドミントン選手権大会デスク 担当：二木（ふたぎ）・小川

〒520-0056 大津市末広町1-1 日本生命大津ビル２Ｆ

ＴＥＬ：077－510－0100 ＦＡＸ：077-510－0030

Ｅ－ｍａｉｌ：toshiyuki.futagi@mwt.co.jp

総合旅行業務取扱管理者 和瀬田 岳宏
観光庁長官登録旅行業第55号 日本旅行業協会会員

営業時間：月～金曜 ９：００～１８：００（土・日・祝日は休業）


