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宿泊設定期間
平成30年10月25日（木）～26日（金）　2日間

旅行代金
料金表をご確認ください（1泊朝食付税金・サービス料込の大人お1人
様料金です）

催行人数・添乗員
各ホテル最少催行人員1名、添乗員同行なし

申込み方法
別紙「参加希望申込書」の宿泊申込欄にご希望のホテルの申込番
号を第3希望までご記入ください。

宿泊の決定日
ホテル予約確定後、お客様へのご案内は郵送する宿泊確認証
をもってお知らせ致します。

料金表

宿泊ホテルマップ

宿泊について
※株式会社JTBとの募集型企画旅行契約となります。旅行条件（要約）もご確認ください。

・お申込みの際は申込番号をご記入ください。
・朝食が不要の場合でも、特別料金のためご返金はございません。各ホテルの宿泊
数に限りがありますので、お申込み順にご希望のホテルを手配させていただきます。
・確保数には限りがございますので、必ず第3希望までご記入ください。ご希望のホ
テルが満室になった場合は、他ホテル・他部屋タイプにてご案内させていただきます。
・上記プランには、添乗員は同行しません。各宿泊施設でのチェックイン手続きは、
お客様ご自身で行っていただきます。

ご宿泊お申込みに際しての注意事項

大会スケジュール・関係行事に関する
お問い合わせ先
※下記宛に、FAXにてお問い合わせください。

一般社団法人 埼玉建築士会
tel 048-861-8221　fax 048-864-8706
〒336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-1-7 埼玉建産連会館5階

お問い合わせ先
株式会社 JTB 埼玉支店
tel 048-644-5315　fax 048-649-0746
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-75 大宮フコク生命ビル7階
担当…斉田、畑林
営業時間…月～金　9：30～17：30（土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者…久連山 健

※④⑪は朝食が軽食対応の設定となります。

旅行行程
日程 食事

1
ご自宅又は前泊地又は各地…（各自移動、お客
様負担）…各宿泊施設（泊） 朝 ×／昼 ×／夕 ×

2
各宿泊施設…（各自移動、お客様負担）…ご自宅
又は次泊地又は各地 朝 ○／昼 ×／夕 ×

エリア 最寄駅（JR）
地図 
番号 ホテル名 客室 

タイプ
お一人様料金 
（1泊 /朝食付）

申込 
番号

埼玉県

桶川駅（徒歩3分） 1 ホテルルートイン上尾
シングル ¥8,800 1-S
ツイン ¥8,400 1-T

上尾駅（徒歩1分） 2 上尾東武ホテル
シングル ¥8,100 2-S
ツイン ¥8,000 2-T

上尾駅（徒歩5分） 3 ホテルメイツ上尾
シングル ¥8,100 3-S
ツイン ¥8,000 3-T

岩槻駅（徒歩2分） 4
東横 INN
さいたま岩槻駅前

シングル ¥7,200 4-S
ツイン ¥6,800 4-T

大宮駅（徒歩3分） 5 パレスホテル大宮
シングル ¥15,000 5-S
ダブル ¥17,500 5-D
ツイン ¥13,000 5-T

大宮駅（徒歩3分） 6 パイオランドホテル
シングル ¥9,200 6-S
ツイン ¥7,800 6-T

大宮駅（徒歩5分） 7 マロウドイン大宮
シングル ¥9,500 7-S
ツイン ¥9,000 7-T

大宮駅
（送迎バス5分） 8 与野第一ホテル

シングル ¥8,000 8-S
ツイン ¥7,500 8-T

さいたま新都心駅 
（徒歩8分） 9

アパホテル
さいたま新都心

シングル ¥11,000 9-S
ツイン ¥10,000 9-T

さいたま新都心駅 
（徒歩1分） 10

ホテルメトロポリタン
さいたま新都心

シングル ¥13,000 10-S
ツイン ¥11,000 10-T

さいたま新都心駅 
（徒歩3分） 11

東横 INN
さいたま新都心

シングル ¥7,200 11-S
ツイン ¥6,800 11-T

さいたま新都心駅 
（徒歩6分） 12 ラフレさいたま

シングル ¥11,000 12-S
ツイン ¥10,000 12-T

さいたま新都心駅 
（徒歩6分） 13 ブリランテ武蔵野

シングル ¥11,000 13-S
ツイン ¥10,000 13-T

中浦和駅（徒歩1分） 14 プラザホテル浦和
シングル ¥8,500 14-S
ツイン ¥8,000 14-T

浦和駅（徒歩1分） 15 ホテルメッツ浦和
シングル ¥16,000 15-S
ツイン ¥13,000 15-T

浦和駅（徒歩3分） 16 浦和ワシントンホテル
シングル ¥11,000 16-S
ツイン ¥10,000 16-T

浦和駅（徒歩8分） 17
浦和ロイヤルパインズ
ホテル ※部屋数限定

シングル ¥16,000 17-S
ツイン ¥13,000 17-T

南浦和駅（徒歩1分） 18 ホテルニュー埼玉
シングル ¥11,000 18-S
ツイン ¥10,000 18-T

川口駅（徒歩３分） 19 スマイルホテル川口
シングル ¥12,500 19-S
ツイン ¥11,000 19-T
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