平成 30 年度 第 71 回全国高校総体陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会
宿泊・弁当要項
宿泊の取扱いは、東武トップツアーズ㈱滋賀支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です。

1.基本方針
平成 30 年度 第 71 回全国高校総体陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会の宿泊及び昼食等の確保に万全を期することを目的
とし、次のように定めます。
(1) 全国高校総体陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会滋賀県実行委員会（以下「実行委員会」という）の宿泊・弁当基本方針
にしたがって実施します。
(2)宿泊は東武トップツアーズ（株）滋賀支店が企画・実施する「募集型企画旅行」です。
(3)宿泊・弁当の取扱いは、実行委員会が指定した「東武トップツアーズ㈱滋賀支店」(以下「滋賀宿泊センター」という)が担当
します。

2.取扱い(適用)期間
平成３０年６月１３日（水）～１７日（日）
（ただし、災害等特別な事由が生じた場合は、別途考慮します。）

3.宿泊について

＊別紙の旅行条件書を事前にご確認の上、お申込ください。

(1)宿泊代金について（税･サービス料込／１名当たり／定員利用）【最少催行人員 1 名様・添乗員は同行いたしません。】

■宿泊施設一覧表
記号

Ａ

Ｂ
C
D

〔適用期間：平成３０年６月１３日（水）・１４日（木）・１５日（金）・１６日（土）〕

宿泊施設名

G

H

びわ湖大津プリンスホテル

ツイン

１１，５００円（+2,000 円）

℡：０７７－５２１－１１１１

トリプル

９，０００円（+2,000 円）

フォース(和室含む)

８，０００円(+1,500 円)

洋室

９，５００円

２，５００円
費用追加

洋室
一部和室あり

８，０００円

１，０００円 大津京駅徒歩３分
費用追加
会場徒歩 11 分

洋室

８，０００円

洋室

７，５００円

洋室
和室

９，５００円

ホテルテトラ大津・京都
℡：０７７－５２７－６７１１

ビジネスホテル西大津
℡：０７７－５２５－２４０２

ホテルブルーレイク大津
℡：０７７－５２４－０２００

KKR ホテルびわこ
℡：077-578-2020
おごと温泉
琵琶湖グランドホテル
℡：077-579-2111
おごと温泉
里湯昔話 雄山荘
℡：077－５７８－１１４４

びわこの千松
℡：077-565-8800

I
※（

最寄駅

２食付

１６，０００円

℡：０７７－５２３－６６７７

F

宿泊代金
朝食付

シングル

ホテル･アルファーワン大津

E

お部屋タイプ

和室
（定員ベース）
和室
（定員ベース）

膳所駅徒歩 19 分
４，０００円
錦駅徒歩 13 分
費用追加
会場車 12 分

京阪浜大津徒歩 1 分

会場徒歩 15 分
大津駅徒歩 7 分
会場 10 分
２，７００円 唐崎駅徒歩 10 分
費用追加
会場車 9 分

８，５００円（+2,000 円）

３，０００円
費用追加

８，５００円（+2,000 円）

３，０００円
費用追加

和室
（定員ベース）

大津駅徒歩１分
会場車 10 分

９，８００円

おごと温泉駅より

車５分
会場車 20 分
おごと温泉駅より

車５分
会場車 17 分
石山駅車 13 分
会場車 18 分

）内は、土曜日・休前日（６月１６日）の追加費用です。

【選手団(含応援生徒)用】
【一般応援(保護者も含む)･報道関係･視察員用】ともに下記条件となります。
①

ホテルタイプのトリプル・フォースルーム使用の場合は、エキストラベッド(簡易ﾍﾞｯﾄﾞ)対応となります。

お部屋割りは、和室の場合は部屋定員、洋室の場合は１～４名様利用を原則とします。和室タイプを定
員未満でご利用の際は追加料金が発生致します。
③ びわ湖大津プリンスホテルの料金につきましては、お部屋のご利用人員により料金が異なります。また、
洋室が基本ですが、一部和洋室のお部屋をご利用いただく場合もございます。予めご了承ください。
②

④

Ｂ～I のお部屋確保数には限りがあり、ご希望にお答えできないケースもございます。予めご承知おきください。

⑤ ６／１６（土）ＫＫＲホテルびわこのシンングルルームが確保できていないため、複数利用が基本となります。
(2)早着･遅着の取扱い
チェックイン(入館手続き)は午後３時以降、チェックアウト(退館手続き)は午前１０時までを原則とします。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。
(3)食事･欠食控除について
朝食・夕食の欠食控除につきましては、前日の１５：００までにご連絡をお願い致します。
なお、朝食については、施設･時間によってはお弁当･おにぎり対応になる場合がありますので、予めご了承下さい。又、お弁
当･おにぎり等の対応の場合、食中毒等の事故が心配ですのでお早めにお召し上がり頂き、宿舎からの持ち出しは禁止とさせ
て頂きます。
(4)お申込・配宿について
①宿泊施設・料金一覧表をご参照していただき、必ず第１～第３希望までのご記入をお願い致します。
②原則として、配宿は申し込み順に行い、お申込みが集中した場合は、第２・第３希望のホテルに配宿させていただきます。
いすれも満室の場合は近隣宿泊施設をご紹介させていただく場合もございます。
③宿泊施設の駐車場には限りがございます。ご利用頂く場合、宿舎決定後に各宿舎に駐車場の状況をお問い合わせ下さい。な
お駐車料金が別途必要な場合は、ご自身にてご精算願います。
⑥

配宿は男女別を基本に行います。それ以外の区分（選手・監督・コーチ・引率教員・バス乗務員の個室希望の手配が出来
ない場合もございます。予めご了承ください。また、一般応援・保護者・報道関係者など）の個室は承れない場合がござ
いますので予めご了承ください。

⑤配宿の業務は、選手団(選手･監督･ｺｰﾁ･引率教員･応援高校生)を優先致します。特別な事情がない限り、一般応援・保護者
は選手とは別の宿舎となることがございます。
⑥一般応援の宿泊にて、小学生以下の宿泊も料金差はございません。
⑦諸般の事情により止むを得ず宿舎の変更をお願いする場合がございます。その際は、ご協力のほどお願いいたします。

4.昼食弁当の取扱いについて
(1)取扱期間は平成３０年６月１４日（木）１５日（金）・１６日（土）・１７日（日）とします。
(2)昼食弁当は１食 900 円（お茶付、税込み）でご希望により手配致します。
(3)昼食弁当の申し込みは、宿泊申込み時に共通の申込み用紙に必要事項をご記入下さい。弁当代金の支払い等についても、宿泊
料金と同様の取扱いとなります。
(4)昼食弁当の引き換えは 11 時～13 時の間に、競技会場の指定された弁当引換所にて引換券と交換いたします。
(5)弁当の空き箱回収を行います。空き箱は指定の場所に 14 時 30 分までにご持参下さい。
（一般のゴミの回収は行いません。
）
(6)大会期間中の受け取り後は、１時間以内に必ずお召し上がり下さい。

5.変更・取り消しについて
お客様のご都合により予約を取り消す場合には、1 泊ごとに下記の取消料を申し受けます。以下の取消日は宿泊日前
日から起算します。
６日前まで
宿 泊

無

料

弁 当

無

料

５日前～２日前まで

前

宿泊代金の 20％
無

料

日

宿泊代金の 40％
無

料（但し正午迄）

ご利用の当日

無連絡

宿泊代金の 50％

１００％

前日の正午以降より全額

※ご宿泊当日１２：００までに取消の連絡がない場合は無連絡不泊として取扱い、１００％の取消料を申し受けます。
※宿泊人数の変更・取消は、所定の申込書に変更事項を明記の上、
「滋賀宿泊センター」宛に FAX または、メールにて速やかにご
連絡下さい。
（電話でのお申込みや変更・取り消しは原則お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
）６月１６・１７日（土・
日）は支店の休業日にあたるため、取消のお申し出は宿泊施設にお申し出ください。
※弁当数の変更・追加について
ご利用日前日の 12 時までに、
「滋賀宿泊センター」又は大会会場設置の「滋賀宿泊センターデスクの係員」に最終の必要個数を
必ずご連絡ください。ご連絡のない場合は、当初の申込個数でお届けします。

6.申込み方法について
(1)申込み方法について
出場が決定次第、申込用紙に必要事項をご記入いただき、『滋賀宿泊センター』アドレスまでメールまたは、ＦＡＸにてお申
し込みください。（メールの場合、ファイル名は「全国高校総体陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会・○○高等学校」と
してください）また、電話でのお申込や変更・取消は一切受け付けできませんのでご了承下さい。
(2)申込み締切日について
申込み締切日は、平成３０年６月５日（火）迄

とします。

(3)申込み先について
旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第３８号

東武トップツアーズ㈱滋賀支店
「全国高校総体陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会滋賀宿泊センター」係
担当：橋本・小林・山本
〒525-0031 滋賀県草津市若竹町７－１０(ＫＢ２１ﾋﾞﾙ 2 階)
TEL：077-565-0109（代表）
FAX：077-565-0112

E-mail：shiga@tobutoptours.co.jp
営業時間

平日/9:00～18:00

一般社団法人日本旅行業協会正会員

休日/土曜・日曜祝祭日
ボンド保証会員

総合旅行業務取扱管理者：

石田 貴之

旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、ご不明な点がございましたら、ご遠
慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。
承認番号：客国 17-173

(4)宿泊･弁当等の確認通知書の FAX について
平成３０年６月８日(金)までにご記入頂いた申込み責任者様宛に、宿泊確認通知書・弁当引換券・請求書・領収書発行依頼書
を FAX にてお送りいたします。
(5)お支払いについて
お支払いにつきましては、平成３０年６月１３日(水)までに弊社指定口座へお振込み下さい。振込み手数料はお客様ご負担に
てお願い申し上げます。宿舎・会場でのお支払いはお受けできませんのでご了承ください。
※下記口座にお振込みをお願いいたします。
銀行名：みずほ銀行
口座番号：当座

支店名：東武支店

９１６５２１５

口座名：東武トップツアーズ株式会社
(6)領収証について
領収証が必要な場合は、平成３０年６月１１日（月）までに、後日ご案内する所定のフォームに必要事項をご記入いただき、
ＦＡＸまたは、メールにてご依頼ください。大会期間中に宿舎または、大会会場にてお渡しいたします。当日大会会場にての
受付の場合は後日発送になる場合がございます。

7.その他
(1)代金お振込み後、変更・取消し等によりご返金が生じた場合は、申込書に記載して頂いたお客様指定の口座へ、大会終了後に
お振込み、返金させて頂きます。
(2)個人情報の取扱いについては、別添付の旅行条件書をご確認下さい。
また、お預かりした参加者の個人情報は、本大会事務局と共有いたします。

