
　拝啓　盛夏の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 　標記大会が帯広市におきまして盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。
 　さてこの度、大会事務局様のご指導の元に大会ご参加の皆様の便宜をお図りする為、大会期間中の
 　ご宿泊・お弁当のお手伝いをさせていただくことになりました。
 　つきましては下記の取扱要領に基づき受付をさせていただきますので何卒よろしくお願い申し上げます。

近畿日本ツーリスト株式会社 帯広営業所
営業所長　柴田　恭輔

基本方針

  令和4年度全国中学校体育大会・第44回全国中学校ソフトボール大会の宿泊・昼食弁当の確保を万全に期することを目的とし、

  次のように定めさせていただきます。

　（1）　宿泊・昼食弁当の取扱につきましては、全国中学校体育大会北海道実行委員会（以下、「実行委員会という」）の

　　　　　　宿泊・昼食弁当の基本方針に従って実施いたします。

　（2）　この要項の適用対象者（以下「大会参加者」という）は、第44回全国中学校ソフトボール大会に参加する選手・監督

　　　　　　・部活動指導員・コーチ・引率教員・応援中学生・役員（視察員も含む）・一般応援者・保護者（小学生含む、未就学児

　　　　　　対象外）とします。選手・監督・部活動指導員・コーチについては、大会要項により正規に認められた者とします。

　（3）　本大会参加者の宿泊施設は指定施設といたします。指定以外の宿泊施設の利用は原則として認められません。

　　　　　　指定施設以外の宿泊施設を利用の場合、緊急時通達ができず、また必要書類の受渡ができないことが予想されます。

　　　　　　なお、指定した宿泊施設の変更は原則として認めません。

　（4）　宿泊・昼食弁当に関しては、必ず実行委員会指定業者「近畿日本ツーリスト株式会社　帯広営業所」（以下、

　　　　　　「全中北海道配宿センター」という）を通じて申し込みとなります。

　（5）　宿泊の割り当ては、選手・監督・役員等を優先し、部屋割は男女別や引率・選手別等を考慮しておこないます。

個人情報の取扱について

  申込書に記載された個人情報につきましては、お客様との連絡時や宿泊・昼食（お弁当）等の提供するサービスの手配および

  受領のための手続きに利用させていただく他、必要の範囲内で当該機関等および手配代行者に提供いたします。

  また、実行委員会にも提出いたします。当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社のホームページでご確認ください。

取扱（適用）期間

　（1）　令和4年8月20日（土）　～　8月26日（金）　7日間

　　　　　　※大会期間：8月22日（月）～　8月25日（木）　予備日：8月26日(金)

宿泊について　【近畿日本ツーリスト株式会社帯広営業所が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です】

　（1）　宿泊設定日（宿泊日基準）について

　　　　　　令和4年8月20日（土）～8月25日（木）　6泊

　　　　　　最少催行人員：1名／添乗員：同行いたしません／移動：各自にて

　（2）　旅行目的（宿泊）地について

　　　　　　帯広市（大会会場）・ 音更町 ・ 幕別町 ・ 芽室町 ・ 新得町 ・ 中札内村

　（3）　ご旅行代金について

　　　　　　旅行代金は、1泊2食付又は1泊朝食付、消費税・サービス料を含む大人1名1泊当たりの料金です。

　　　　　　各施設のご旅行代金につきましては、3ページ目をご覧ください。

　　　　　　※旅行代金に含まれるもの：①宿泊代金

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　②食事代金（食事付プランの場合）・消費税等諸税・サービス料・企画料金
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令和４年度全国中学校体育大会

第44回全国中学校ソフトボール大会(帯広市)
【ご宿泊・昼食弁当のご案内】



　　　　　　※旅行代金に含まれないもの：上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要となる費用を例示します。

●個人的性格の費用：①飲料代・クリーニング代・電話代など、②傷害、疾病に関する医療費、③任意の旅行傷害保険代

　（4）　宿泊施設について

利用宿泊施設については、別ページ【宿泊施設一覧表】をご確認ください。

洋室のツイン・トリプル・フォースルーム使用の場合は、エキストラベッド（簡易ベッド）対応になる場合があります。

小学生も同料金になります。また、未就学児については対象外となります。

大会会場周辺宿泊施設は数が限られているため、希望ランクが満室の場合は、希望外の施設に配宿となる

可能性がございます。予めご了承ください。

利用部屋タイプは、「旅館」は和室、「ホテル」は洋室（シングル・ツイン・トリプル・フォース※一部和洋室あり）

となり、いずれも客室定員利用を原則といたします。ツインシングルユースの場合はツイン料金、和室定員未満でご利用

の場合は1名減毎に追加1,100円(税込)が発生いたします。

申込記号は、第3希望まで必ずご記入ください。

宿泊施設を指定してのお申し込みは出来ません。

禁煙ルームは選手を優先にご案内いたしますが、状況により喫煙ルームでの消臭対応となる場合がございます。

宿泊料金以外に個人的に発生する費用は各自が施設へ直接お支払いください。

8月20日（土）泊ご希望の場合は、翌日以降は別の宿泊施設となる場合がございます。

(帯広市にて他競技全国大会が行われており、8月20日(土)泊のみ大会会場から離れた施設でのご案内となる予定です。)

学校単位でお部屋を用意いたしますので、他校との相部屋はございません。

　（5）　早着発・遅着発の取り扱いについて

　　　　　チェックイン（入館手続き）は15時以降、チェックアウト（退館手続き）は10時までを原則といたします。

　　　　　それ以前、以降のご利用については追加料金となる場合があります。

　（6）　食事・欠食について

　　　　　1泊2食を基本といたします。夕食を欠食される場合は、1,200円（税込）。朝食を欠食される場合は600円（税込）

　　　　　減額させていただきます。

　　　　　なお、各クラスで欠食対応ができない施設もございます。その場合はご返金できませんので予めご了承ください。

お申し込み後の夕食欠食についてはご提供食事の食材の準備もあるため、原則お断りいたします。

朝食については、宿泊施設一覧表に記載した時間が最も早く準備可能な時間となります。

施設により、朝食が軽食対応となる場合があります。

夕食および朝食は、レストランまたは宴会場等にてセット（卓盛り式も含）またはバイキングメニューでのご用意となります。

会場のスペースにより、基本的に試合時間の早い出場校から順にお食事のご案内をさせていただきます。

　（7）　配宿・駐車場利用について

配宿は実行委員会と協議をして行います。

大会会場および近郊周辺は宿泊施設数が限られているため、各宿泊区分および、宿泊施設の収容人員が満室に

達した場合は、やむを得ず希望以外のランクへの配宿をご案内する場合があります。その場合、事前に当社より

ご連絡をさせていただきます。

宿泊施設は駐車場を有していない施設や駐車料金が発生する施設がございます。

その場合は、周辺または遠方駐車場をご利用いただく場合がございます。宿泊施設決定後に各宿泊施設へ駐車料金を

直接お問合せください。

また、駐車料金は直接宿泊施設へお支払いいただきますようお願いいたします。車種、台数に制限がある場合がございます。

予めご了承ください。（大型バスご利用の場合、帯広市内中心部はあまり駐車スペースがございません）

配宿業務は、選手団（選手・監督・コーチ）を優先して配宿いたします。

宿泊施設名を指定することはできません。

①

④

②

③

④

⑤

①

②

2

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

③



■ 宿泊対象者 選手・監督・指導員・コーチ・引率教員・応援中学生・役員(視察員含む)・一般応援者・保護者(小学生含む・未就学児対象外)

■ 宿泊設定日 令和4年8月20日（土）　～　8月25日（木）　6日間
■ 宿泊地 帯広市（大会会場）・ 音更町 ・ 幕別町 ・ 芽室町 ・ 新得町 ・ 中札内村
■ 部屋 シングル・ツイン・トリプル・フォース・和室（3-8名1室）
■ 添乗員 同行いたしません
■ 最少催行人員 1名様
■ 食事回数

 【宿泊施設一覧表】(募集型企画旅行)

  ≪本部用　1泊朝食付(税込) ・ シングル（1名1室）利用≫

  ≪前泊用(8/20の1泊分)　1泊2食付(税込)・定員利用≫

  ≪出場校用　1泊2食付(税込)・1泊朝食付(税込)・定員利用≫

※食事条件欄に「★」のあるホテルにつきましては、夕食はホテルから徒歩圏内のレストラン又はお弁当対応となります。予めご了承ください。
※事前にお申込みの場合に限り、夕食を欠食される場合は1,200円(税込)、朝食を欠食される場合は600円(税込)を控除させていただきます。
※宿泊施設の収容人員が満室に達した場合は、止むを得ず希望以外のランクへの配宿をご案内する場合があります。
※宿泊施設の都合により、朝食夕食開始時間、朝夕の食事内容が変更になる場合があります。
※移動時間は目安です。ルートや道路事情により、実際と異なる場合がございます。

1泊2食付（朝1回・夕1回）・1泊朝食付（朝1回）・1泊夕食付(夕1回)

6:30 車で13分
S

SS

シングル・ツイン 6:30 車で11分

15,000円 帯広市内 ホテルヌプカ 1泊2食★ シングル 6:45 車で10分
Ａ

10,000円

9,000円

9,000円

11,000円

8,500円

15,000円 帯広市内 スーパーホテルPremier帯広駅前 1泊2食★

帯広市内 みどりヶ丘温泉サウナビジネスホテル 1泊2食

帯広市内 ホテルやまこ 1泊2食

笹井ホテル 1泊2食

コンフォートホテル帯広 1泊2食★

1泊2食★

1泊2食

音更 帯広リゾートホテル 1泊2食 6:00 車で30分

帯広市内 ホテルニューオビヒロ 1泊2食

12,000円

12,000円

12,000円

11,000円

12,000円

11,000円

11,000円

8,500円

9,000円

8,500円

9,000円

9,000円

9,000円

11,000円

10,000円

10,000円

帯広市内 温泉ホテル　ボストン 1泊2食 6:00 車で10分

幕別・札内 幕別温泉パークホテル悠湯館 1泊2食

シングル・ツイン・和室

和　室

シングル・ツイン

シングル・和室

シングル・ツイン・和室

1泊2食 6:00 車で40分

芽室 福井旅館

車で20分

帯広市内 ビジネスホテルプラムフィールド 1泊2食 6:30 車で15分

和　室

和　室

シングル・ツイン・フォース

シングル・ツイン・和室

十勝川温泉 観月苑 1泊2食 6:30 車で13分

帯広市内 ビジネス成田旅館 1泊2食

和　室

和　室

シングル・ツイン・トリプル

シングル・ツイン

シングル・ツイン

シングル・ツイン

シングル・ツイン

和　室

1泊2食 6:00 車で10分帯広市内

6:00 車で13分

1泊2食 6:00 車で40分

中札内 中札内交流の杜

6:30 車で15分洋室

6:00 車で10分

車で10分

音更 天然温泉ホテル鳳乃舞音更 1泊2食 6:30

6:00 車で13分

1泊2食 6:30 車で13分十勝川温泉 ホテル大平原

十勝川温泉 ホテルテトラリゾート十勝川 1泊2食 6:15 車で12分

和　室

シングル・ツイン・和室

帯広グランドホテル

シングル・ツイン・和室 6:30 車で10分

6:15

帯広市内 十勝ガーデンズホテル 1泊2食 6:30

6:30 車で10分

1泊2食 6:30

シングル・ツイン・トリプル

6:30

シングル

6:30 車で10分帯広市内

車で14分
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申込

記号

帯広市内 ホテル光南 1泊2食

会場までのアクセス食事条件宿泊施設名宿泊地

車で12分

6:30 車で13分

車で11分

十勝川温泉 十勝川温泉 第一ホテル 1泊2食

車で10分

帯広市内 リッチモンドホテル帯広駅前

車で12分

車で30分

車で11分

6:30

6:30

朝食

開始

可能

時刻

帯広市内 ホテル日航ノースランド帯広 1泊2食 6:15

6:00

a

音更 帯広リゾートホテルb

シングル

和　室

シングル・ツイン・トリプル

帯広市内 ホテル日航ノースランド帯広

16,000円

1泊2食16,000円

8,500円

旅行代金

16,000円 シングル・ツイン・トリプル

E

F

G

*1泊につき左記回数の食事が付きます。

部屋タイプ

(全室バス・トイレ

付)

1日目
2日目

宿泊ホテル(泊）＊各自チェックインしてください

宿泊ホテル(発）＊各自チェックアウトしてください

[上記は1泊あたりの日程表になります。希望に応じて4泊までお受けいたします。]

車で11分

シングル・ツイン・トリプル・和室

和　室

19,000円

11,000円 幕別・札内 十勝幕別グランヴィリオホテル 1泊2食 6:15 車で11分

和　室

6:30 車で10分

1泊2食

帯広市内 プレミアホテル-CABIN-帯広 1泊2食★

帯広市内 ホテルグランテラス帯広 1泊2食

14,000円

14,000円

14,000円

帯広市内 北海道ホテル 1泊2食

帯広市内 ホテルルートイン帯広駅前
*朝食は無料提供となります。

1泊夕食

芽室 国民宿舎　新嵐山荘 1泊2食

和　室 6:30 車で13分

Ｂ

11,000円 帯広市内 ホテルムサシ 1泊2食★

C

D

11,000円

11,000円 十勝川温泉 富士ホテル

シングル・ツイン・トリプル・和室

シングル・ツイン 6:15 車で10分

6:00 車で40分

6:30

十勝川温泉

帯広市内 帯広天然温泉ふく井ホテル



　５．昼食弁当について　【お弁当は旅行契約には該当しません。】
　（1）　取扱期間は令和4年８月２２日(月)～２６日(金)の5日間とします。

　（2）　代金：1食　８８０円　お茶付(消費税込)

　（3）　会場周辺は、食事施設が少ないので是非お申し込みください。

　　　　　  (当日の申込受付や販売はございません)

　（4）　配達場所・引き換えについて

　　　　　　会場で指定された弁当引換所にて、１１:００～１４:００の間に予約確認書と引き換えにて、お渡しさせていただきます。

　（5）　空き箱の回収を行います。指定の場所に１５:００までにお持ちください。

　　　　　　なお、上記時間までにお持ちいただけない場合は各校で処分ください。

　　　　　（宿泊ホテルで処分できない場合や処分する際に処分代として、費用が発生する場合がございます）

　６．申込方法について
　　　別紙の旅行条件書を事前にご確認のうえ、お申し込みください。

　（1）　お申込方法について

　　　　　　①インターネットでのお申込

　　　　　　　　出場が決定次第、速やかに以下の「今大会ホームページ」内の「ご宿泊・昼食弁当申込」からお申し込みください。

　　　　　　　　申込の際には、当ページ(ご宿泊・昼食弁当のご案内)を印刷またはダウンロードし、内容をご確認のうえ、お申込みください。

　　　　　　　　大会用ホームページURL　　≪ https://softball.zenchuu.jp ≫

　　　　　　「大会用ホームページ」より、お申し込みをお願いします。

　　　　　　②FAXでのお申し込み

　　　　　　　WEBでのお申し込みができない場合は、弊社「全中北海道配宿センター」までご連絡下さい。

　　　　　　　FAX専用の申し込み用紙を送信させていただきます。

　（2）　お申込締切日について

　　　　　　８月１２日(金)　１８:００まで

　７．支払方法について

　（1）　宿泊・昼食(お弁当)の確認書及び請求書の案内日について

　　　　　　８月１５日(月)以降、ご登録のメールアドレス(書類送付先)の方に、宿泊決定通知書及び昼食内容の

　　　　　　確認書類及び請求書等を添付送付させていただきます。印刷のうえ、当日ご持参願います。

　（2）　お支払い方法について

　　　　　　８月１９日(金)　１５:００までに、弊社指定口座へお振込ください。

　　　　　　なお、振込手数料はお客様負担となります。ご了承ください。

　　　　　　FAX申込の場合は下記指定口座までお振込をお願いします。

　　　　　　※大会会場での現金によるお支払いは原則受付いたしません。

　（3）　返金について

　　　　　変更・取消などにより返金が生じた場合、大会終了後、ご指定の振込口座へご返金させていただきます。

　（4）　領収証について

　　　　　①領収証はご指示があった学校様へ発行いたします。自動的に発行はいたしませんので、ご注意ください。

　　　　　②領収証の再発行はできません。紛失等にご注意ください。

　　　　　⑤一旦発行した領収証の差し替えは発行済み領収証と返信用封筒同封の上、郵送にてご依頼願います。
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キンキニッポンツーリストカ）オビヒロエイギョウショ

取扱金融機関
口座番号【振込先】 （普通口座） 0179239

北海道銀行 支店名
口座名

帯広支店
近畿日本ツーリスト株式会社帯広営業所



　８．取消料について
　（1）　申込み後

『追加・変更・取消　専用用紙』に記載のうえ、FAX又はメールにてご連絡ください。

『追加・変更・取消　専用用紙』は大会専用ホームページよりダウンロードしてご利用ください。

　（2）　取消料

　　①ご旅行代金

※当日の取消につきましては15:00までに「大会ツアーデスク」までご連絡をお願い致します。

　電話・FAXでの当日取消は受付致しかねます。何卒ご了承ください。

※お客様から宿泊当日の15時までにご連絡がなく、宿泊されなかった場合、無連絡不参加として扱わせていただきます。

　 (この場合、旅行代金の返金はございません。)

お客様のご都合により予約を取り消す場合には、1泊ごとに上記の取消料を申し受けます。

例）8/22(月)～24(水)の3泊で宿泊予約をして、8/23(火)の1回戦で敗退した場合

・8/23(火)の宿泊を15時までにキャンセル連絡をいただいた場合・・・当日の解除として旅行代金の50％

・8/24(水)の宿泊を8/23(火)にキャンセル連絡をいただいた場合・・・宿泊前日の解除として旅行代金の20％

　　②昼食弁当　※昼食は旅行契約には該当致しません。

申込後の変更・取消のご連絡は、『追加・変更・取消　専用用紙』に記載のうえ、FAX又はメールにてご連絡ください。
なお、電話による変更・取消は一切お受けいたしません。但し、大会期間中は会場内ツアーデスクへお申し出ください。
取消日とはお客様が宿泊事務局の営業日・営業時間内にお申し出いただいた期日とさせていただきます。
ご返金は取消料を差引き、大会終了後に申込責任者宛ご指定の金融機関口座へご返金させていただきます。

　お申込・問合せ先(旅行企画・実施)

【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業第2053号　

　　　　　　一般社団法人 日本旅行業協会正会員　　　　　　　ボンド保証会員　　　　　　　　旅行業公正取引協議会会員

〒080-0013

北海道帯広市西3条南10丁目32 日本生命帯広駅前ビル2階　／　TEL：0155-25-6875　FAX：0155-25-2815
営業時間／平日　9:30～17:30　土日祝祭日休業

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱営業所での取引に関する責任者です。この旅行の契約に関する責任者です。

この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者ご質問ください。

総合旅行業務取扱管理者：柴田　恭輔

「第44回全国中学校ソフトボール大会　全中北海道配宿センター」　係

（旅行条件算出基準日：2022年7月11日） （パンフレット登録番号：6044-22-07-0010）
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取消料契約解除の日

無　料旅行開始日４日前までの解除

旅行代金の　20%旅行開始日３日前～前日までの解除

旅行代金の　50%旅行開始日当日の解除

旅行代金の　100%旅行開始後および当日無連絡不参加

昼食受取日の前日12:00以降の取消 100%

昼食受取日の前日12:00までの取消 無　料

【休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応出来ませんので翌営業日の受付となります】

近畿日本ツーリスト株式会社　帯広営業所

弁当取消日 取消料


