
営業日程・時間等は変更することがございます。ホームページにてご確認ください。https://www.wcoop.ne.jp/start/index.html

早稲田大学生協（㈱日本旅行と提携）では、受験に便利なホテルのご案内をいたしております。

ご利用希望の方は、下記宿泊申込書にご記入いただき、㈱日本旅行へお申し込みください。

●満室等で手配できなくなる場合もございます。お申し込みはお早めにお願いいたします。

【お申し込み方法】 受付期間：2021年9月1日～宿泊日の2週間前まで

下記「宿泊申込書」にご記入いただき、郵便またはFAXでお送りください。お電話でのお申し込みは承っておりません。

＊ 宿泊料金とは別に1回のお申し込みに付き550円の旅行取扱い手数料を申し受けます。

＊ 満室等で手配できない場合も郵送又は電話にてご連絡いたします。

〒166-8532　東京都杉並区和田 3-30-22 大学生協会館2階　日本旅行受験生応援デスク

FAX03-6629-2435　TEL03-6629-1922　※お電話でのご予約はできません。

受付：月～金10時～17時30分　休業：土・日・祝及および12/28～1/4　　総合旅行業務取扱管理者　強矢 明男

日本旅行から予約確認書（宿泊時にホテルに提出）を郵送いたします。

同封します請求書記載の振込み期日までに宿泊料金と旅行取扱い手数料を日本旅行にお振り込み下さい。

【取消料の目安】　無連絡不泊：100%、当日の取消：80～100%、前日の取消：20～50%、2日前～5日前の取消：0～30%

このプランは手配旅行です。旅行業約款・募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部に定める特別保障規定の適用はございません。

国内旅行傷害保険につきましては、お客様ご自身でご契約をお願いいたします。

※ お客様の個人情報につきましてはお客様への連絡、宿泊手配のみに使用させていただきます。

※ 郵便の場合はコピーをとりコピーの方を送ってください。原本は控えとして保管してください。

※ 宿泊料金とは別に1回のお申し込みに付き５５０円の旅行取扱い手数料を申し受けます。

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

歳

自宅・寮の固定電話 保護者の携帯電話

難しい地名にはﾌﾘｶﾞﾅ

〒

ｱﾊﾟｰﾄ・ﾏﾝｼｮﾝ・寮などの場合は建物の名称・部屋番号もご記入ください。

室

室

室

室

室
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●上記希望ホテルが手配できなかった場合についてご質問いたします。□に✔印をつけてください。

□：上記のホテル以外は不要です。 □：別のホテルの手配を希望します。（本書に掲載していないホテルを手配する場合もございます）

●満室等で手配ができない場合もございます。その場合も郵送にてご案内いたします。

【通信欄】

男　女

お支払い

㈱日本旅行大学生協内支店（早稲田大学生協提携旅行会社）　観光庁長官登録旅行業第2号

２０２２年度入学　早稲田大学受験（AO・推薦）　宿泊ホテルのご案内

このご案内に早稲田大学は関係しておりません。 お問合せは早稲田大学生活協同組合へお願いします。

早稲田大学生活協同組合　TEL03-3202-4015　受付：月～金 11時～15時、休業：土・日・祝・8/8～8/16

郵便

FAX

送り先

受験生

氏名

性別 年齢
保護者

氏名

＜所沢パークホテル・久米川ウイングホテルに関しまして＞

　お客様からホテルへ直接、お電話でお申し込みください。

宿泊申込書(早稲田大学受験用）

希望ホテル名 食事・部屋の希望　用意できる食事・部屋タイプは料金表をご覧ください

電話

予約確認書

送付先

受験学科
連続しない日程での受験でご利用の場合はこの用紙をコピーしてご

利用ください。

宿泊日
　　月　　　　日夜より　　　　月　　　　日朝まで　　　泊　　　　日 宿泊人数 人

ツイン

　例：12月10日から2泊3日の場合は「12月10日夜より12月12日朝まで2泊3日」と記入してください。

第３希望 食事なし　　　朝食付
シングル

ツイン

第１希望 食事なし　　　朝食付
シングル

第２希望 食事なし　　　朝食付
シングル

ツイン

※生協ホームページはこちら



●この企画ではホテルの宿泊料金とは別に旅行取扱い手数料５５０円をホテルの宿泊料金と合わせて請求させていただきます● 【所沢キャンパスに比較的近いホテル】

＊ 予約はお客様からホテルに直接、お電話でお願いします。

＊ 「早稲田大所沢キャンパス受験での宿泊」とお申し出下さい。宿泊代金はホテル宿泊時にホテルでご精算願います。

　●シングルはベッド1台、定員1名のお部屋です。（セミダブル・ダブルの1名利用の場合もあります） ＊ 受験しなくなった場合は予約の取消を忘れずにお願いします。

　●ツインはベッド２台、定員２名のお部屋です。（ソファーベッドを利用するタイプのツインもあります） ※ 所沢キャンパスは小手指駅からバスです。時間がかかる場合もありますので時間に余裕を持って移動してください。

※ツインでも机は通常１名分しかありません。（簡単な机です）

※禁煙室の希望は承りますが確約はできません。 地区 ホテル名 お食事 ﾁｪｯｸｲﾝ ﾁｪｯｸｱｳﾄ 電気スタンド

ホテル名 お食事 ﾁｪｯｸｲﾝ ﾁｪｯｸｱｳﾄ 電気スタンド 食事なし ¥9,050 ¥8,910 15:00 11:00 予約

食事なし ¥16,300 ¥13,400 15:00 12:00 貸出 朝食付 ¥9,980 ¥9,840

朝食付 ¥18,500 ¥15,600 西武池袋線・新宿線所沢駅南口・徒歩約3分 夕朝食付 ¥11,710 ¥11,570

ＪＲ池袋駅西口・徒歩約３分 ●所沢キャンパス：西武所沢駅⇒西武池袋線・約6分⇒小手指駅⇒バス約20分⇒所沢キャンパス

食事なし ¥13,600 ¥10,600 15:00 10:00 予約 15:00 10:00 予約

朝食付 ¥15,100 ¥12,100 朝食付 ¥7,425

ＪＲ池袋駅東口・徒歩約５分 西武新宿線久米川駅北口・徒歩約5分

食事なし ¥14,200 ¥11,900 15:00 11:00 予約 ●所沢キャンパス：西武久米川駅⇒西武新宿線・約10分⇒所沢駅で乗換え⇒西武池袋線・約6分⇒小手指駅⇒バス約20分⇒所沢キャンパス

※ツインルームご希望の場合はホテルにお問合せください。数は少ないですがツインルームもございます。

ＪＲ池袋駅東口・徒歩約２分 【ホテルの客室・食事について】

15:00 10:00 常備 ● シティホテル：規模が大きく設備・施設が比較的充実したホテル。

食事なし★ ¥14,730 ● ビジネスホテル：エコノミーな料金で宿泊する方を対象にしたホテル。設備・施設の充実度はシティホテルほどではありません。

ＪＲ池袋駅東口・徒歩約１０分 ● 一般的なホテルの部屋にある机は簡単な物で受験勉強には狭いと思います。またツイン・トリプルでも机は１人分しかありません。

15:00 10:00 常備 ● ホテルの照明は受験勉強には少し暗いかもしれません。電気スタンドの貸し出しを希望される場合はホテルのフロントにご相談ください。

食事なし★ ¥10,600 貸し出せる電気スタンドの数には限りがありますのでご用意できない場合もございます。

ＪＲ池袋駅東口・徒歩約４分 ● ホテルの防音は完璧ではありません。隣の部屋の話し声やテレビの音が聞こえてくる場合があります。

●高田馬場駅：ＪＲ池袋駅⇒ＪＲ山手線・約４分⇒高田馬場駅 多くのホテルは繁華街・駅や線路の近く・大きな道路沿いに建っているので外の音が客室内でも多少聞こえる場合があります。

●所沢キャンパス：西武池袋駅⇒西武池袋線・約３５分～４０分⇒小手指駅⇒バス約２０分⇒所沢キャンパス ● 朝食付：宿泊日の翌日の朝食がセットになっています。　●夕朝食付：宿泊日の夕食と翌日の朝食がセットになっています。

15:00 11:00 常備 ● 食事なし：ホテルやホテル周辺のレストラン・食堂をご利用ください。コンビニやハンバーガー店でテイクアウトしてホテルの部屋で食べる事もできます。

朝食付 ¥23,100～

ＪＲ山手線目白駅・徒歩約１分

●高田馬場駅：ＪＲ目白駅⇒ＪＲ山手線・約２分⇒高田馬場駅

食事なし ¥33,000 \17,100～ 14:00 11:00 予約

朝食付 ¥35,200 \19,300～

ＪＲ新宿駅西口・徒歩約１０分

食事なし ¥14,000 ¥8,900 14:00 11:00 予約

朝食付 ¥15,700 ¥10,600

ＪＲ新宿駅西口・徒歩約３分

食事なし ¥12,200 ¥9,020 13:00 11:00 予約

朝食付 ¥13,300 ¥10,120

ＪＲ新宿駅西口・徒歩約１分

食事なし ¥22,400 ¥14,100 13:00 11:00 予約

朝食付 ¥24,600 ¥16,300

西武新宿駅ビル直結、ＪＲ新宿駅東口・徒歩約５分

食事なし ¥17,500 ¥13,900 14:00 11:00 常備

朝食付 ¥19,300 ¥15,700

JR新宿駅南口・徒歩８分

●高田馬場駅：①：ＪＲ新宿駅⇒ＪＲ山手線・約５分⇒高田馬場駅 ②：西武新宿駅⇒西武新宿線・約４分⇒高田馬場駅

●西早稲田駅：新宿三丁目駅⇒東京メトロ副都心線・約６分⇒西早稲田駅

食事なし ¥38,200 ¥22,300 15:00 12:00 常備

朝食付 ¥40,200 ¥24,300

地下鉄東西線早稲田駅・徒歩約７分

●早稲田キャンパス：ホテルより徒歩約５分　●戸山キャンパス：ホテルより徒歩約１１分　●西早稲田キャンパスへはホテルから徒歩約２５分またはタクシー約１０分

お問合せ：早稲田大学生活協同組合　TEL03-3202-4015

ﾂｲﾝ

新宿駅から高田馬場

駅へは西武新宿線で

も行けます。

ＪＲ山手線と並行して

走っているＪＲ埼京

線・湘南新宿ラインは

高田馬場駅には停車

いたしません。

ＪＲ山手線をご利用下

さい。

ＪＲ新宿駅に1番近いホテル。

ビジネスホテル。駅近でアクセス抜群。

所沢パークホテル TEL04-2925-5111

ビジネスホテル。繁華街。東口線路沿

いで駅から近い。

久

米

川

ビジネスホテル。繁華街。高速道路の

近く。

シティホテル。メトロポリタン口からは徒

歩約1分でアクセス抜群。

ビジネスホテル。繁華街。高速道路の

近く。

所

沢
ﾂｲﾝ

目白駅から高田馬場

駅へはＪＲ山手線でひ

と駅です。

所沢キャンパス最寄り

の小手指駅までは、

池袋から西武池袋線

で乗り換えなしで移動

できます。

ｼﾝｸﾞﾙ

ｼﾝｸﾞﾙ
久米川ｳｲﾝｸﾞﾎﾃﾙ TEL042-397-3131

２名利用

シティホテル。新宿駅西口から見えるの

で場所がわかりやすい。

★無料の軽朝食が

　 用意されています。

高田馬場駅より送迎

がございます。

ビジネスホテル。青梅街道沿い。      Ｊ

Ｒ新宿駅にも西武新宿駅にも近い。

シティホテル。早稲田大学（早稲田キャ

ンパス）に隣接。

ﾂｲﾝ

ﾂｲﾝ

ﾂｲﾝ

ﾂｲﾝ シティホテル。西武線新宿駅と直結。歌

舞伎町近く。

ビジネスクラスのホテルだが、新しく、駅

からのアクセスもよい。

早

稲

田

リーガロイヤルホテル東京
１名利用

新宿プリンスホテル

新

宿

京王プラザホテル

ｼﾝｸﾞﾙ

新宿ワシントンホテル
ｼﾝｸﾞﾙ

ｼﾝｸﾞﾙ

ｼﾝｸﾞﾙ

ｼﾝｸﾞﾙ

イビス東京新宿

シタディーンセントラル新宿東京

ビジネスホテル。朝食は無料サービス

で焼き立てクロワッサン、コーヒー等

をご用意しております。

ビジネスホテル。

ｼﾝｸﾞﾙ ﾂｲﾝ

所沢キャンパス最寄りのホテルは日本旅行では手配ができません。大学生協スクーリング等の手配で利用実績のある

ホテルを紹介させてきただきます。　実際の料金その他は直接ご確認下さい。

池袋から高田馬場駅

へはＪＲ山手線をご利

用ください。

ＪＲ山手線と並行して

走っているＪＲ埼京

線・湘南新宿ラインは

高田馬場駅には停車

いたしません。

ｼﾝｸﾞﾙ

１名１室の１名様料金 ２名１室の１名様料金

ｼﾝｸﾞﾙ

高田馬場駅～久米川駅は西武新宿線で約30

分。西武新宿線は新宿で乗換えるより高田馬

場乗換えの方が便利です。

池袋駅～所沢駅は

西武池袋線で約25

～約30分。

2名1室の1名様料金1名1室の1名様料金

ﾂｲﾝ

地

区

申込締切：宿泊日の２週間前
お食事、お部屋タイプ、お１人様当たりの料金（予定）、消費税込み

ＡＯ・推薦入試時期と一般入試（１月～３月）時期では料金・食事プランが異なります。

※本書に掲載されている料金は昨年度（2020年9月時点）の金額です。確定料金は予約確認書でご案内いたします。

●表記の所要時間は目安です。　　　　　　　　　　　　　　●

待ち時間・乗換えや駅構内での移動・切符を買う時間等

が別途かかります。

ホテルルートイン東京池袋 ★無料の朝食が

　 用意されています。

池

袋

目

白

JR東日本ホテルメッツ目白
ｼﾝｸﾞﾙ

ホテルメトロポリタン

ホテルグランドシティ

ｼﾝｸﾞﾙ

第一イン池袋

ｼﾝｸﾞﾙ

ﾂｲﾝ

京王プレッソイン池袋

キャンパス周辺の主要駅の略図
（中間の駅は省略）

●東京メトロ地下鉄副都心線の西早稲田駅

は西早稲田キャンパスに隣接していますが、

戸山キャンパス・早稲田キャンパスからは離

れています。

●東京メトロ地下鉄東西線の早稲田駅は早

稲田キャンパス・戸山キャンパスに近いです

が西早稲田キャンパスからは離れています。

●新宿から高田馬場にはＪＲ山手線か西武新

宿線、池袋から高田馬場にはＪＲ山手線をご

利用ください。ＪＲ山手線と並行して走ってい

るＪＲ埼京線・湘南新宿ラインは新宿～池袋

間には停まりません。

ＪＲ山手線

上野

ＪＲ中央総武線

神田

早稲田キャンパス

戸山キャンパス

御茶ノ水 秋葉原代々木

東京

路面電車

都電荒川線

西武新宿線

飯田橋

西早稲田

キャンパス

東新宿

渋谷

新宿三丁目

地下鉄副都心線

西早稲田

東京メトロ

地下鉄東西線

東京メトロ

地下鉄副都心線

ＪＲ山手線

大手町

所沢

キャンパス

西武新宿

久米川

西武池袋線
大塚

都電早稲田

品川

地下鉄東西線

早稲田

池袋

新宿

所沢小手指

高田馬場

目白


