
第40回 北信越中学校総合競技大会 

 

宿泊･昼食要項 
【陸上競技・ハンドボール・軟式野球・体操競技・男子新体操】 

１ 基本方針 
（１）本大会参加者の宿泊場所は、必ず指定の宿舎を利用することとします。指定外の宿泊施設の利用は認め

られません。指定宿舎以外の宿舎を利用した場合、緊急時の通達ができず、また必要書類の受渡しができ
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認めません。変更によって生じたすべての紛
議や損失は、任意に宿舎の変更した者がその責任を負うことになります。従って、個人的に宿舎へ申し込
むことはしないでください。 

（２）宿泊・弁当に関しては、取扱会社「株式会社日本旅行新潟支店」が担当します。要項に則り、必ず取扱
会社を通じて申込みを行ってください。宿泊の割あても当該会社が行うこととします。 

（３）宿泊の取扱いは「株式会社日本旅行新潟支店」が企画・実施する「募集型企画旅行」であり、旅行条件
は別紙「募集型企画旅行条件書」によります。また、弁当は「手配旅行契約」となります。 

（４）この要項の適用対象者は、選手・応援生徒・監督（引率）・コーチ・専門委員長・運転乗務員・役員と
し、宿泊地は開催市町及びその近郊とします。 

（５）環境及び食品衛生については特に配慮し、保健所等の指導を受けるものとします。 

 

２ 取扱期間 
【陸上競技】       ２０１９年８月５日（月）～８月６日（火） ２日間 

 【ハンドボール】     ２０１９年８月６日（火）～８月８日（木） ３日間 

 【軟式野球】       ２０１９年８月５日（月）～８月７日（水） ３日間 

【体操競技・男子新体操】 ２０１９年８月５日（月）～８月６日（火） ２日間 

    
３ 宿舎及び昼食 
 （１）旅行代金【１名あたり／１泊朝食付きまたは１泊２食付き（消費税・サービス料を含む） 】 

     Ｓランク：１０，８００円  Ａランク：９，８００円  Ｂランク：８，８００円  

 

（２）利用宿泊施設一覧表については、【一覧表】の通りとします。  

 

（３）宿泊プランの行程 

日  次 
行   程 

（往復の交通費は含まれていません） 

食事条件 

１泊朝食付き １泊２食付き 

初  日 
自宅または前泊または各地→ 

（交通はお客様負担）→各宿泊施設 朝× 昼× 夕× 朝× 昼× 夕○ 

最 終 日 

各宿泊施設→（交通はお客様負担）→ 

自宅または後泊または各

地 

朝○ 昼× 夕× 朝○ 昼× 夕× 

   ※各宿泊施設から各会場まで、移動にかかる交通費はお客様負担となります。 

 

（４）欠食の取り扱い 

     １泊朝食または１泊２食を原則としますが、欠食する場合は、旅行代金から夕食1,000円・朝食 

500円引きとします。ただし、事前に申し込む場合に限ります。現地での変更はお取扱いできません。 

 

（５）配宿について【重要】 

   ①配宿の業務は、選手団（選手・監督・コーチ）を優先いたします。 

  ②宿泊施設名及び部屋タイプを指定することはできません。 

  ③選手・監督等の宿泊は、できる限り県・男女別を配慮致しますが、収容人員・申込人数・申込の 

   日時などの様々な要因により、この限りではございません。予めご了承ください。 

  ④配宿は実行委員会と協議の上行います。各宿泊区分及び、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宿泊施設または、利用予定宿泊施設以外の施設への配宿を 

   行う場合があります。 



  ⑤宿泊施設は駐車場を有してない施設や、駐車料金がかかる施設がございます。その場合は周辺 

   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お問い合わせ 

   ください。駐車料金は直接宿泊施設へお支払い頂きます様お願い致します。なお車種・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。 

  ⑥宿泊施設設備上の関係で１泊朝食の場合があります。その際夕食は近隣の食事会場をご案内します。 

   予めご了承ください。 

 

 （６）昼食（弁当）代金は、次のとおりとします。※手配旅行契約となり、取消料規定が宿泊と異なります。 

   ① 代金は、１食８００円（お茶付・消費税を含む）とし、期間中は各会場に１１時～１２時３０分に 

配達、受け渡しをします。（練習会場、宿舎等ではお渡し出来ません） 

   ② 昼食の申し込みは、宿泊申し込みと同時に行ってください。 

   ③ その他 

   ・時節柄、お弁当が傷みやすくなっております。受け渡し後は屋内で風通しの良い日陰の机・イス 

    の上で保管し、お受け取り後はすぐにお召し上がり下さい。 

   ・お弁当の空箱の回収を行います。空き箱は弁当引換え所に１５時までにお持ち下さい。 

 

４ 宿泊の旅行代金及び昼食代金の支払い方法 

   ・代金の支払いは、「銀行振込」での支払とします。（振込手数料は参加者負担） 

    期限は、２０１９年８月２日（金）１５時までの入金とします。    

  

５ 申し込み・取り消し・変更 

 （１）申し込み期限 

・【全 競 技】 

２０１９年７月２５日（木）１７時までとします。 

        

（２）申込方法 

・競技毎の大会専用ホームページでの申し込みとなります。下記ＵＲＬからお申込み下さい 

【陸上競技】       https://va.apollon.nta.co.jp/hokushinetsu_riku/ 

【ハンドボール】     https://va.apollon.nta.co.jp/hokushinetsu_hb/ 

【軟式野球】       https://va.apollon.nta.co.jp/hokushinetsu_bb/ 

【体操競技・男子新体操】 https://va.apollon.nta.co.jp/hokushinetsu_dst/ 

 

（３）申し込み先 

【陸上競技・ハンドボール・軟式野球・体操競技・男子新体操】 
株式会社 日本旅行 新潟教育旅行支店 

〒950－0087 新潟市中央区東大通１－３－８ 明治安田生命ビル１階 

 TEL 025-248-1013 (月～金9:30～17:30)    FAX 025-248-6167 

 ※8月3日（土）・4日（日）の2日間は TEL 025-248-1000（いずれも10:00～18:00） 

  担当者 清水大輔・柴田奈々 / 総合旅行業務取扱管理者 本田浩 

 

（４）宿舎決定の連絡 

    お申込みに際しご登録頂きましたＥ-mailアドレスへ７月３０日（火）１６時 （ハンドボールと軟式 

野球は組み合わせ後の７月３１日（水）正午１２時）までに、お知らせご案内しますのでご確認 

ください。 

 （５）宿泊に関する変更等の連絡先 

    宿舎決定連絡前は、取扱会社に連絡してください。宿舎決定連絡後は各宿舎へ直接連絡してください。 

（６）弁当に関する変更等の連絡先 

    弁当の変更につきましては、宿舎決定連絡の前後に関わらず、取扱会社へ連絡してください。 

（７）応援保護者の希望については、取扱会社のホームページ（下記ＵＲＬ）等から保護者が直接申し込ん 

で下さい 

 【宿泊申込先】 https://www.nta.co.jp/shop/shoplist/3387/ 

 

 

 

 



 

 

６ 取消し料 

 （１）宿泊については次のとおりとします（募集型企画旅行） 

 ２日前まで 前日 当日（旅行開始前）  旅行開始後の解除また無連絡不参加  

 

 

 

無 料 ４０％ ５０％       １００％ 

 （２）昼食については次のとおりとします（手配旅行） 

 利用日前日の１６時まで 利用日前日の１６時以降  

無 料 １００％ 

 
７ その他 

 （１）借上バス、自家用車等の駐車場については申込責任者が宿舎と連絡を取って確認をしてください。 

    なお、駐車料金については別途有料となる場合があります。 

 （２）競技によっては、会場近くに宿舎が確保できない場合もあります。 

 （３）１室あたりの利用者数は、和室の場合は部屋定員（原則２畳に１名）、洋室の場合はエキストラベッ

ドを含めたベッド数とさせて頂きます。その際、選手と応援生徒、監督や引率者・コーチ・バス乗務

員・役員等の方々同士が同室となることがございますのでご了承下さい。 

 （４）申込責任者となる方には、取扱会社及び各宿泊施設から直接連絡をすることがございますので、携帯

電話番号等の確実に連絡をとれる番号を記してお申し込みをお願いします。 

 （５）チェックインは原則として、１５時から、チェックアウトは１０時までとします。 

それ以外のお時間でのご利用には、追加代金が必要となりますのでご了承ください。 

又、入宿が深夜になる場合は、予め宿舎と連絡を取り、事前に相談しておいてください。 

 （６）添乗員は同行いたしません。 

（７）最少催行人員 1名様 

 



＜利用宿泊施設一覧表＞

陸上競技（新潟市）8月5日（月）宿泊分

ランク 地区 宿泊施設名
食事

条件

朝食

開始時間

シングル

（1名1室）

ツイン

（2名1室）

トリプル

（3名1室）
和室 備考

S 新潟 ホテルイタリア軒 1泊2食付 7：00～ ○ ○ ○ バス・トイレ付

S 新潟 ホテルオークラ新潟 1泊2食付 6：15～ ○ ○ ○ バス・トイレ付

S 新潟 ドーミーイン新潟 1泊朝食付 6：00～ ○ バスなし・トイレ付

A 新潟 ホテルサンルート新潟 1泊朝食付 6：00～ ○ ○ ○ バス・トイレ付

A 新潟 万代シルバーホテル 1泊2食付 6：30～ ○ ○ ○ バス・トイレ付

A 新潟 ホテルディアモント新潟 1泊朝食付 7：00～ ○ ○ バス・トイレ付

B 新潟 新潟東映ホテル 1泊2食付 6：00～ ○ ○ ○ バス・トイレ付

B 新潟 新潟第一ホテル 1泊2食付 6：00～ ○ ○ ○ バス・トイレ付

B 新潟 ホテルルートイン新潟県庁南 1泊2食付 6：00～ ○ ○ バス・トイレ付

B 新潟 ホテルルートイン新潟西インター 1泊朝食付 6：00～ ○ バス・トイレ付

B 新潟 チサンイン新潟中央インター 1泊朝食付 6：00～ ○ ○ バス・トイレ付

B 新潟 新潟ターミナルホテル 1泊2食付 6：00～ ○ バス・トイレ付

B 新潟 ターミナルアートイン 1泊2食付 6：00～ ○ ○ バス・トイレ付

B 新潟 割烹の宿湖畔 1泊2食付 6：30～ ○ ○
シングル、和室52畳、和室32畳　バス・トイレなし

和室8畳、和室10畳　バス・トイレ付

B 新潟 菱風荘 1泊2食付 6：00～ ○ ○ バス・トイレなし

【会場までの所要時間】※いずれも車で移動の場合の所要時間です。

ハンドボール・軟式野球（長岡市・柏崎市・上越市）8月5日（月）、8月6日（火）、8月7日（水）宿泊分

① ② ③ ④

A 長岡 ホテルリバーイン 1泊2食付 6：30～ ○ ○ バス・トイレ付 35 25 - -

A 長岡 ホテルビジネスイン長岡 1泊2食付 6：30～ ○ バス・トイレ付 30 25 - -

B 長岡 ホテルアルファーワン長岡 1泊朝食付 6：00～ ○ バス・トイレ付 40 35 - -

S 柏崎 ホテルエリアワン番神岬 1泊2食付 7：00～ ○ ○
和室30+8畳　バスなし・トイレ付

ツイン、和室7.5畳　バス・トイレ付
20 25 15 50

A 柏崎 ホテルニューグリーン柏崎 1泊2食付 6：30～ ○ ○ バス・トイレ付 15 20 15 45

B 柏崎 ホテルアルファーワン柏崎 1泊朝食付 6：30～ ○ バス・トイレ付 15 20 15 45

S 鵜の浜 高台の宿　三景 1泊2食付 6：30～ ○
和室2名～8名定員　バス・トイレ付

和室10名定員　バスなし・トイレ付
30 40 30 25

A 上越 ホテルセンチュリーイカヤ 1泊2食付 6：30～ ○ ○ バス・トイレ付 50 55 45 20

A 上越 ホテルハイマート 1泊2食付 6：30～ ○ ○ バス・トイレ付 50 55 45 20

A 上越 上越サンプラザホテル 1泊2食付 6：00～ ○ ○ ○ バス・トイレ付 45 50 40 15

A 上越 ホテルルートイン上越 1泊2食付 6：00～ ○ ○ バス・トイレ付 40 50 40 20

B 上越 ホテルビジネスイン上越 1泊2食付 6：00～ ○ バス・トイレ付 40 45 35 15

B 上越 ハーバルスパ＆ホテル元気人 1泊2食付 6：00～ ○
和室10畳　バス・トイレ付

和室42畳　バス・トイレなし
40 50 40 15

A 上越 タカダステーションホテル 1泊2食付 6：00～ ○ ○ バス・トイレ付 - - 50 10

B 上越 音羽館 1泊2食付 6：00～ ○ バス・トイレなし - - 60 15

B 上越 対米館 1泊2食付 6：00～ ○ バス・トイレなし - - 60 15

B 上越 加茂屋 1泊2食付 6：00～ ○ バス・トイレなし - - 50 25

【会場までの所要時間】※いずれも車で移動の場合の所要時間です。

①柏崎市総合体育館　②刈羽村生涯学習センターラピカ　③佐藤池野球場　④高田公園野球場

体操競技・男子新体操（上越市、妙高市）8月5日（月）宿泊分

ランク 宿泊施設名
食事

条件

朝食

開始時間

シングル

（1名1室）

ツイン

（2名1室）

トリプル

（3名1室）
和室 備考

A 上越 ホテルセンチュリーイカヤ 1泊2食付 6：30～ ○ ○ バス・トイレ付

A 上越 ホテルハイマート 1泊2食付 6：30～ ○ ○ バス・トイレ付

A 上越 上越サンプラザホテル 1泊2食付 6：00～ ○ ○ ○ バス・トイレ付

A 上越 ホテルルートイン上越 1泊2食付 6：00～ ○ ○ バス・トイレ付

B 上越 ホテルビジネスイン上越 1泊2食付 6：00～ ○ バス・トイレ付

B 上越 ハーバルスパ＆ホテル元気人 1泊2食付 6：00～ ○
和室10畳　バス・トイレ付

和室42畳　バス・トイレなし

B 上越 加茂屋 1泊2食付 6：00～ ○ バス・トイレなし

B 妙高 ホテルルートイン妙高新井 1泊2食付 6：30～ ○ ○ バス・トイレ付

【会場までの所要時間】※いずれも車で移動の場合の所要時間です。

30

ハンドボール

10

30

10

5

15

※ホテルエリアワン番神岬は朝食開始が7時00分となる為、ご希望によってはお弁当をご用意致します

食事

条件

25

15

備考

5

朝食

開始時間

※ホテルニューグリーン柏崎はお申込人数により、１泊朝食付になる場合もございます

トリプル

（3名1室）
和室

5

ランク 地区

15

10

宿泊施設名
シングル

（1名1室）

20

15

15

20

20

※ホテルイタリア軒、ホテルディアモント新潟は朝食開始が7時00分となる為、ご希望によってはお弁当をご用意致します

ツイン

（2名1室）

デンカビックスワンスタジアム

までの所要時間（分）

15

15

20

20

20

軟式野球

リージョンプラザまでの

所要時間（分）

20



■国内募集型企画旅行条件書（要約） 
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上、お申込み下さい。 

尚、「国内募集型企画旅行条件書」は当社ホームページ http://www.nta.co.jp からもご覧いただけます。 

 

この旅行は、㈱日本旅行新潟支店（以下「当社」といいます）が企画･実施する旅行であり、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していただくことに

なります。 

１、お申込み方法と契約の成立 

（１）当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お一人様につき当社が定めた申込金又は旅行代金の全額を添えてお申込み下さい。お申込金は、旅行代金、取消料、また

は違約料の一部または全部として取り扱います。 

（２）契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。 

（３）団体、グループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する取引を行います。 

（４）旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 14 日前までにお支払いいただきます。 

（５）通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、e-mail 等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に

到着した時に成立するものとします。 

２、旅行中止の場合 

ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼ

って 13 日目に当たる日より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。 

３、旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの 

(1)パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、 

入場料、消費税等の諸税及び、添乗員同行費用が含まれます。  

(2)旅行日程に記載のない交通費、空港施設使用料等の諸費用及び個人的 

性質の諸費用は含まれません。 

４、取消料 

お客様は、別途記載の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し

出いただいた日とします。 

（１）お客様の都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人員等を変更される場合は、旅行代金全額に対して取消料が適用されます。 

５、当社の免責事項 

お客様が次に揚げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負いかねます。ただし、当社又は、当社の手配代行者の故意又は、過失が証明されたときはこの限りでは

ありません。 

①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサー

ビス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦

盗難⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又は、これらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 

６、特別補償 

お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命・身体または手荷物に被られた一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金、

入院見舞金、通院見舞金、携行品にかかる損害補償金を支払います。 

７、旅程保証 

当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別表第二欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定められた変更補

償金をお客様に支払います。 尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。 

８、個人情報の取扱い 

（１）株式会社日本旅行はご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関す

る諸手続のため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続のため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の

提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のため、

に利用させていただきます。 

（２）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店に提供する事があります。なお、土産物店への個人情報の提

供の停止をご希望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の 10 日前までにお申し出ください。 

（３）当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご

案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。なお当社グループ会社の名称は当社

のホームページ（http://www.nta.co.jp）をご参照下さい。 

（４）当社は個人情報の取扱を委託することがあります。 

（５）お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問い合わせ窓口は訂正のみ販売店、それ以外はお客様相談室で

お受けいたします。 

（６）一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目な関連するサービスについては、適切に提供できないことがあります。 

個人情報保護管理者（お客様相談室長） 問い合わせ先窓口：本社お客様相談室 

電話：０３-６８９５-７８８３ ＦＡＸ：０３-６８９５-７８３３ 

E-Mail：sodan_shitsu@nta.co.jp 

営業時間： 平日 ０９：４５～１７：４５（土・日曜・祝日、年末年始休業） 

９、旅行条件の基準 

このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、２０１９年６月２５日現在を基準としています。 

 

【旅行企画・実施】 

株式会社日本旅行新潟支店 

観光庁長官登録旅行業第2号 

一般社団法人 日本旅行業協会正会員 

〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通1-3-8 明治安田生命ビル1階 

【予約・システム操作についてのお問い合わせ】 

株式会社日本旅行 新潟支店 

担当：清水大輔・柴田奈々 

TEL：025-248-1013 FAX：025-248-6167 

E-mail：niigata_taikai@nta.co.jp 

営業日・営業時間：月～金09:30-17:30(土・日・祝日は休みです) 

※8月3日（土）・4日（日）の2日間は TEL 025-248-1000（いずれも10:00～18:00） 

総合旅行業務取扱管理者：本田 浩 

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店(営業所)での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、 

 担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。 

東日本19-101 



第40回 北信越中学校総合競技大会 

 

宿泊･昼食要項 

【水泳競技・バスケットボール・卓球】 
1 基本方針 
(1) 本大会参加者の宿泊場所は、必ず指定の宿舎を利用することとします。指定外の宿泊施設の利用は認めら

れません。指定宿舎以外の宿舎を利用した場合、緊急時の通達ができず、また必要書類の受渡しができな
いことが予想されます。なお、指定した宿泊施設の変更は認めません。変更によって生じたすべての紛議
や損失は、任意に宿舎の変更した者がその責任を負うことになります。従って、個人的に宿舎へ申し込む
ことはしないで下さい。 

(2) 宿泊・弁当に関しては、「株式会社近畿日本ツーリスト関東新潟支店」が担当します。要項に則り、必ず
取扱会社を通じて申込みを行って下さい。宿泊の割あても当該会社が行うこととします。 

(3) 宿泊の取扱いは「株式会社近畿日本ツーリスト関東新潟支店」が企画・実施する「募集型企画旅行」であ
り、旅行条件は別紙「募集型企画旅行条件書」によります。また、弁当は「手配旅行」契約となります。 

(4) この要項の適用対象者は、選手・応援生徒・監督（引率）・コーチ・専門委員長・運転乗務員・役員とし、
宿泊地は開催市町及びその近郊とします。 

(5) 環境及び食品衛生については特に配慮し、保健所等の指導を受けるものとします。 

 

2 旅行日程【取扱間期】 
【水泳競技】    2019年8月5日（月）～8月6日（火） 2日間 

【バスケットボール】2019年8月6日（火）～8月8日（木） 3日間 

【卓球】      2019年8月6日（火）～8月8日（木） 3日間 

    

3 宿舎及び昼食弁当 
(1) 旅行代金【1名あたり／1泊2食付き（消費税・サービス料を含む）】 

Sランク:10,800円  Aランク:9,800円  Bランク:8,800円 

※個人的利用に伴う費用につきましては、ホテルチェックアウト時にご清算ください。 

※旅行代金算出基準日：2019年4月16日 

 

(2) 利用宿泊施設一覧表については、【別表】の通りとします。 

(3) 宿泊プランの行程 

日次 行程（往復の交通費は含まれていません。） 食事条件 

1日目 1日目 
自宅または前泊または各地→ 

（交通はお客様負担）→各宿泊施設 
朝× 昼× 夕○ 

2日目  
各宿泊施設→（交通はお客様負担）→各会場 

→（交通はお客様負担）→各宿泊施設 
朝○ 昼× 夕○ 

3日目 2日目 
各宿泊施設→（交通はお客様負担）→ 

自宅または後泊または各地 
朝○ 昼× 夕× 

    

(4) 欠食の取り扱い 

1泊2食を原則としますが、欠食する場合は、夕食1,000円・朝食500円引きとします。 

ただし、事前に申し込む場合に限ります。申込み後の変更はお取扱いできません。 

 

(5) 配宿について【重要】 

① 配宿の業務は、選手団（選手・監督・コーチ）を優先いたします。 

② 宿泊施設名および部屋タイプを指定することはできません。 

③ 選手・監督等の宿泊は、できる限り県別・男女別を配慮致しますが、収容人員・申込人数・申込の日時な

どの様々な要因により、この限りではございません。予めご了承下さい。 

④ 配宿は実行委員会と協議の上行います。各宿泊区分及び、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宿泊施設または、利用予定宿泊施設以外の施設への配宿を行う場合があります。 

⑤ 宿泊施設は駐車場を有してない施設や、駐車料金がかかる施設がございます。その場合は周辺駐車場をご

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お問い合わせ下さい。駐車料



金は直接宿泊施設へお支払い頂きます様お願い致します。なお車種・台数に制限がある場合がございます。

予めご了承下さい。 

⑥ 宿泊施設設備上の関係で1泊朝食の場合があります。その際夕食は近隣の食事会場をご案内します。予めご

了承下さい。 

 

(6) 昼食料金は、次のとおりとします。 

① 料金は、1食800円（お茶付・消費税を含む）とし、期間中は各会場に11時～12時30分に配達・受け渡し

をします。（練習会場、宿舎等ではお渡し出来ません） 

② 昼食の申し込みは、宿泊申し込みと同時に行って下さい。 

③ 時節柄、お弁当が傷みやすくなっております。受け渡し後は屋内で風通しの良い日陰の机・イスの上で保

管し、お受け取り後はすぐにお召し上がり下さい。 

④ お弁当の空箱回収を行いますので、空箱は弁当引換え所に15時までにお持ち下さい。 

 

4 宿泊料金及び昼食代金の支払い方法 
料金の支払いは、「銀行振込」での支払とします。（振込手数料は参加者負担とします。） 

期限は、8月2日（金）15時までの入金とします。 

  

5  申し込み・取り消し・変更 

※お電話での変更・取消は受付できません。ご了承ください。 

(1) 申し込み期限 

全競技 2019年7月25日（木）17時 までとします。        

(2) 申込方法 

競技ごとの大会専用ホームページからの申し込みとなります。下記URLからお申込み下さい。 

＊2019年7月1日（月）から申込開始です。 

【水泳競技】         https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON10010.xhtml?t=T2000235039 

【バスケットボール】  https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON10010.xhtml?t=T2000235041 

【卓球】             https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON10010.xhtml?t=T2000235040 

(3) 申し込み先 

【水泳競技・バスケットボール・卓球】 
株式会社近畿日本ツーリスト関東 新潟支店 

〒950－0088 新潟県新潟市中央区万代4-4-27 NBF新潟テレコムビル5階 

TEL 025-241-6161   FAX 025-247-1211 

営業日・営業時間 月～金 9:30～17:30（土日・祝日休） 

＊休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。 

【水泳競技】      担当者：町田亮太／手配・経理担当者：佐久間恵美子 

【バスケットボール】    担当者：中谷岳志／手配・経理担当者：眞島美彩季 

【卓球】        担当者：和栗 篤／手配・経理担当者：高橋友紀 

(4) 宿舎決定の連絡 

7月30日（火）16時までに、競技ごとの大会専用ホームページ上にて掲載しますので、直接ご確認下さい。 

(5) 宿泊に関する変更等の連絡先 

宿舎決定連絡前は、取扱会社に連絡して下さい。宿舎決定連絡後の8月1日（木）以降は各宿舎へ直接連絡

して下さい。 

(6) 弁当に関する変更等の連絡先 

弁当の変更につきましては、宿舎決定連絡の前後に関わらず、取扱会社へ連絡して下さい。 

(7) 応援保護者の希望については、取扱会社のホームページ（下記URL）等から保護者が直接申し込んで下さ

い。 

【宿泊申込先】 https://www.knt.co.jp/yado/  

  

https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON10010.xhtml?t=T2000235039
https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON10010.xhtml?t=T2000235041
https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON10010.xhtml?t=T2000235040
https://www.knt.co.jp/yado/


7 取消し料 

(1) 宿泊については次のとおりとします（募集型企画旅行） 

2日前まで 前日 当日（旅行開始前）  旅行開始後の解除また無連絡不参加 

無 料 40% 50%       100% 

(2) 昼食については次のとおりとします（手配旅行） 

利用日前日の16時まで 利用日前日の16時以降 

無 料 100% 

 
8 その他 

(1) 借上バス、自家用車等の駐車場については申込責任者が宿舎と連絡を取って確認をして下さい。 

なお、駐車料金については別途有料となる場合があります。 

(2) 競技によっては、会場近くに宿舎が確保できない場合もあります。 

(3) 1室あたりの利用者数は、和室の場合は部屋定員（原則2畳に1名）、洋室の場合はエキストラベッドを含

めたベッド数とさせて頂きます。その際、選手と応援生徒、監督や引率者・コーチ・バス乗務員・役員等

の方々同士が同室となることがございますのでご了承下さい。 

(4) 申込責任者となる方には、取扱会社および各宿舎から直接連絡をすることがございますので、携帯電話番

号等の確実に連絡をとれる番号を記してお申し込みをお願いします。 

(5) チェックインは原則として15時から、チェックアウトは10時までとします。 

それ以外のお時間でのご利用には、追加代金が必要となりますのでご了承下さい。 

又、入宿が深夜になる場合は、予め宿舎と連絡を取り、事前に相談しておいて下さい。 

(6) 添乗員は同行いたしません。チェックイン・チェックアウトの手続きは、お客様自身で行って頂きます。 

(7) 最少催行人員 1名様 

 

旅行企画・実施 

株式会社近畿日本ツーリスト関東新潟支店 
観光庁長官登録旅行業第2052号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 

旅行業公正取引協議会正会員 ボンド保証会員 

 

【水泳競技】      担当者：町田亮太／手配・経理担当者：佐久間恵美子 

【バスケットボール】    担当者：中谷岳志／手配・経理担当者：眞島美彩季 

【卓球】        担当者：和栗 篤／手配・経理担当者：高橋友紀 

 

〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代4-4-27 NBF新潟テレコムビル5階 

TEL 025-241-6161 ※営業日：平日 9:30～17:30（休業日：土・日・祝日） 
休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応できませんので、翌営業日の受付となります。 

総合旅行業務取扱管理者：杉本 理、舩久保 紀子 
総合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に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があ

れば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

 登録番号：0125-19-06-0001 

 

 



【利用宿泊施設一覧表】
◆長岡市（水泳・バスケットボール・卓球）

ダイエープロビスフェニックスプールまで約15分

アオーレ長岡まで約2分

長岡市民体育館まで約10分
小千谷市総合体育館まで約40分

ダイエープロビスフェニックスプールまで約15分
アオーレ長岡まで約2分

長岡市民体育館まで約10分

小千谷市総合体育館まで約40分

ダイエープロビスフェニックスプールまで約15分
アオーレ長岡まで約5分

長岡市民体育館まで約8分

小千谷市総合体育館まで約40分
ダイエープロビスフェニックスプールまで約25分

アオーレ長岡まで約15分
長岡市民体育館まで約20分

小千谷市総合体育館まで約35分

ダイエープロビスフェニックスプールまで約15分

アオーレ長岡まで約5分
長岡市民体育館まで約10分

小千谷市総合体育館まで約35分

ダイエープロビスフェニックスプールまで約20分
アオーレ長岡まで約10分
長岡市民体育館まで約15分

小千谷市総合体育館まで約35分

ダイエープロビスフェニックスプールまで約15分

アオーレ長岡まで約5分
長岡市民体育館まで約10分

小千谷市総合体育館まで約35分
ダイエープロビスフェニックスプールまで約15分
アオーレ長岡まで約2分
長岡市民体育館まで約10分

小千谷市総合体育館まで約35分
ダイエープロビスフェニックスプールまで約5分
アオーレ長岡まで約15分
長岡市民体育館まで約10分

小千谷市総合体育館まで約35分

ダイエープロビスフェニックスプールまで約30分
アオーレ長岡まで約15分
長岡市民体育館まで約20分

小千谷市総合体育館まで約35分
ダイエープロビスフェニックスプールまで約15分
アオーレ長岡まで約2分

長岡市民体育館まで約10分

小千谷市総合体育館まで約40分

ダイエープロビスフェニックスプールまで約15分
アオーレ長岡まで約5分

長岡市民体育館まで約10分

小千谷市総合体育館まで約35分
ダイエープロビスフェニックスプールまで約10分
アオーレ長岡まで約5分
長岡市民体育館まで約5分

小千谷市総合体育館まで約35分

ダイエープロビスフェニックスプールまで約20分
アオーレ長岡まで約30分

長岡市民体育館まで約20分

小千谷市総合体育館まで約35分
ダイエープロビスフェニックスプールまで約20分
アオーレ長岡まで約30分

長岡市民体育館まで約20分

小千谷市総合体育館まで約35分
＊開始時間が2つ記載のホテルは食事場所が2箇所又は2回転になります。

◆小千谷市・六日町（卓球）

小千谷市総合体育館まで約10分

小千谷市総合体育館まで約5分

小千谷市総合体育館まで約40分（高速道路利用）

小千谷市総合体育館まで約35分（高速道路利用）

小千谷市総合体育館まで約40分（高速道路利用）

B 小千谷 ホテル千景 1泊2食 7:00 〇和室 〇和室

1泊2食 6:00

6:00

○

○

 ○

Ｓ

B

Ａ

六日町 温泉

六日町 温泉

○

ダ・フェールイン六日町 1泊朝食六日町 温泉

ホテル坂戸城 6:001泊2食

ほてる木の芽坂

Ａ 1泊2食 6:00

○

○

6:00

6:00

○○

○○

福引屋 1泊2食

S

A

和泉屋

1泊2食

1泊2食

1泊2食

小千谷パークホテル小千谷

長岡

長岡

蓬平温泉

蓬平温泉

○

B

B

長岡ターミナルホテル

アトリウム長岡

B 長岡 ホテルアルファーワン長岡 1泊朝食 6:00

○ ○
06:00
06:30

○6:00

○6:301泊2食

○

6:00

6:00

5:30 ○

○

○

○

長岡B

○

○ ○

○ ○

長岡B

国民宿舎悠久山湯元館 1泊2食

ビジネスイン長岡

6:00 ○

長岡B

B 長岡

1泊2食

1泊2食ホテルニューグリーンプラザ

長岡S 長岡グランドホテル 1泊2食

ホテルニューグリーン

○

長岡B 白根屋旅館 1泊朝食 7:00

6:00

6:30

06:30
07:00

1泊朝食

1泊2食

東泉閣長岡B 1泊2食

S

A

長岡

長岡 ホテルリバーイン

ホテルメッツ長岡

大会会場へのアクセス（車利用）

長岡
06:00
06:15

○

ランク 地区 施設名 食事条件
朝食開始時

間
シングル ツイン トリプル 和室

S ホテル法華クラブ新潟長岡 1泊朝食



第40回 北信越中学校総合競技大会 

 

宿泊･昼食要項 

【サッカー・女子新体操・バレーボール・ソフトテニス】 
１．基本方針 
（１）本大会参加者の宿泊場所は、必ず指定の宿舎を利用することとします。指定外の宿泊施設の利用は認 

められません。指定宿舎以外の宿舎を利用した場合、緊急時の通達ができず、また必要書類の受渡しが 

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認めません。変更によって生じたすべ 

ての紛議や損失は、任意に宿舎の変更した者がその責任を負うことになります。従って、個人的に宿舎 

へ申し込むことはしないでください。 

（２）宿泊・弁当に関しては、取扱会社「株式会社ＪＴＢ新潟支店」が担当します。要項に則り、必ず取扱 

会社を通じて申込みを行ってください。宿泊の割あても当該会社が行うこととします。 

（３）宿泊の取扱いは「株式会社ＪＴＢ新潟支店」が企画・実施する「募集型企画旅行」であり、旅行条件 

は別紙「募集型企画旅行条件書」によります。 

（４）この要項の適用対象者は、選手・応援生徒・監督（引率）・コーチ・専門委員長・運転乗務員・役員 

とし、宿泊地は開催市町及びその近郊とします。 

（５）環境及び食品衛生については特に配慮し、保健所等の指導を受けるものとします。 

 

２．取扱期間 
【サッカー】   ２０１９年 ８月 ６日（火）～ ８月 ８日（木） ３日間 

【女子新体操】  ２０１９年 ８月 ８日（木）～ ８月 ９日（金） ２日間 

【バレーボール】 ２０１９年 ８月 ５日（月）～ ８月 ７日（水） ３日間 

【ソフトテニス】 ２０１９年 ８月 ６日（火）～ ８月 ８日（木） ３日間 

 

３．宿泊プラン 
（１）旅行代金【大人１名あたり／１泊２食付き（消費税・サービス料を含む） 】 

Ｓランク：１０，８００円  Ａランク：９，８００円  Ｂランク：８，８００円 

 

（２）利用施設については、【一覧表】の通りとします。 

 

（３）宿泊プランの行程     

日次 行程（往復の交通費は含まれていません。） 食事条件 

 

１日目 １日目 自宅または前泊または各地→ 

（交通はお客様負担）→各宿泊施設 

朝× 昼× 夕○ 

 

２日目  各宿泊施設→（交通はお客様負担）→各会場 

→（交通はお客様負担）→各宿泊施設 

朝○ 昼× 夕○ 

 

３日目 

 

２日目 

 

各宿泊施設→（交通はお客様負担）→ 

自宅または後泊または各地 

朝○ 昼× 夕× 

 

                     ※添乗員は同行いたしません。最少催行人員：１名様。 

（４）欠食の取り扱い 

１泊２食を原則としますが、欠食する場合は、旅行代金から夕食1，000円・朝食500円割引きと 

します。ただし、事前に申し込む場合に限ります。現地での変更はお取扱いできません。 

 

（５）配宿について【重要】 

① 配宿の業務は、選手団（選手・監督・コーチ）を優先いたします。 

② 宿泊施設名及び部屋タイプを指定することは出来ません。 

③ 選手・監督等の宿泊は、できる限り県・男女別を配慮致しますが、収容人員・申込人数・申込

の日時などの様々な要因により、この限りではございません。予めご了承ください。 

④ 配宿は実行委員会と協議の上行います。各宿泊区分及び、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宿泊施設または、利用宿泊施設以外の施設への配宿を行う場合



があります。 

⑤ 宿泊施設は駐車場を有していない施設や、駐車料金がかかる施設がございます。その場合は周

辺駐車場をご利用頂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お問い合わ

せください。駐車料金は直接宿泊施設へお支払い頂きます様お願いいたします。なお、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。 

⑥宿泊施設設備上の関係で１泊朝食の場合があります。その際夕食は近隣の食事会場をご案内いた

します。予めご了承ください。 

 

４．昼食（弁当）について ※旅行外契約となり、宿泊プランと取消料規定が異なります。 

① 代金は、１食800円（お茶付・消費税を含む）とし、期間中は各会場に11時～12時30分に配達、受

け渡しをします。（練習会場、宿舎等ではお渡し出来ません） 

② 昼食の申し込みは、宿泊申し込みと同時に行ってください。 

③その他 

・ 時節柄、お弁当が傷みやすくなっております。受け渡し後は屋内で風通しの良い日陰の机・イス 

の上で保管し、お受け取り後はすぐにお召し上がり下さい。 

・お弁当の空箱の回収を行います。空き箱は弁当引換所に15時までにお持ちください。 

 

５．宿泊プラン旅行代金及び昼食代の支払い方法 
（１）代金の支払いは、『銀行振込』での支払とします。（振込手数料は参加者負担） 

期限は、２０１９年８月２日（金）１５時までの入金とします。 

※ご入金額については宿舎決定通知後、競技ごとの大会専用ホームページよりご確認ください。 

 

６．申し込み・変更 
（１）申し込み期限 

【全 競 技】   ２０１９年７月２５日（木）１７時までとします。 

 

（２）申込方法 

・競技ごとの大会専用ホームページでの申込みとなります。下記ＵＲＬからお申込みください。 

【サッカー】  https://secure.com-jtb.jp/hokushinetsu2019-sc/ 

【女子新体操】 https://secure.com-jtb.jp/hokushinetsu2019-jst/ 

【バレーボール】https://secure.com-jtb.jp/hokushinetsu2019-vb/ 

【ソフトテニス】https://secure.com-jtb.jp/hokushinetsu2019-st/ 

 

（３）申し込み先 

【サッカー・女子新体操・バレーボール・ソフトテニス】 
㈱ＪＴＢ 新潟支店 〒950-0082 新潟県新潟市中央区東万代町1-30 

TEL 025-255-5101 （月～金 9時30分～17時30分） ※8月3日・4日は営業致します。 

FAX 025-248-7687 担当者：寺坂滋史・後藤美奈子 ／総合旅行業務取扱管理者：美山和之 

 

（４）宿舎決定の連絡 

・７月３０日（火）１６時までに、競技ごとの大会専用ホームページ上にて掲載しますので直接 

ご確認ください。 

 

（５）宿泊に関する変更等の連絡先 

宿舎決定連絡前は、取扱会社に連絡してください。宿舎決定連絡後については、各宿舎へ直接 

連絡するものとします。 

 

（６）弁当に関する変更等の連絡先 

弁当の変更につきましては、宿舎決定連絡の前後に関わらず、取扱会社へ連絡してください。 

 

（７）応援保護者の希望については、取扱会社のホームページ（下記URL）等から保護者が直接申し込んで 

下さい。 

【宿泊申込先】https://www.jtb.co.jp/ 

 

 



７．取消料 
（１）宿泊プランについては次のとおりとします（募集型企画旅行） 

２日前まで 前日 当日（旅行開始前） 旅行開始後の解除または無連絡不参加 

無 料 ４０％ ５０％ １００％ 

（２）昼食については次のとおりとします（手配旅行）    

利用日前日の１６時まで 利用日前日の１６時以降 

無 料 １００％ 

 

８．その他 
（１）借上バス、自家用車等の駐車場については申込責任者が宿舎と連絡を取って確認をしてください。 

なお、駐車料金については別途有料となる場合があります。 

（２）競技によっては、会場近くに宿舎が確保できない場合もあります。 

（３）１室あたりの利用者数は、和室の場合は部屋定員（原則２畳に１名）、洋室の場合はエキストラベッ 

ドを含めたベッド数とさせて頂きます。その際、選手と応援生徒、監督や引率者・コーチ・バス乗務 

員・役員等の方々同士が同室となることがございますのでご了承下さい。 

（４）申込責任者となる方には、取扱会社及び各宿泊施設から直接連絡をすることがございますので、携帯 

   電話番号等の確実に連絡をとれる番号を記してお申し込みをお願いします。 

（５）チェックインは原則として、１５時から、チェックアウトは１０時までとします。 

それ以外のお時間でのご利用には、追加代金が必要となりますのでご了承ください。 

又、入宿が深夜になる場合は、予め宿舎と連絡を取り、事前に相談しておいてください。 

（６）添乗員は同行いたしません。 

（７）最少催行人員：1名様 

 

＜利用宿泊施設一覧表＞ 
◆新潟市（女子新体操・バレーボール・ソフトテニス） 

ランク 地区 施設名 
食事 

条件 

朝食 

開始時間 

部屋タイプ 
競技会場までの 
所要時間(分) 

シングル 

(1名1室) 

ツイン 

(2名1室) 

トリプル 

(3名1室) 

和室 

(4～12名1室) 
① ② ③ 

Ｓ 新潟 ホテルオークラ新潟 1泊2食 6時30分 ○ ○ ○  20 5 25 

Ａ 新潟 新潟グランドホテル 1泊2食 6時30分 ○ ○ ○ ※ 20 5 25 

Ａ 新潟 万代シルバーホテル 1泊2食 6時30分 ○ ○   15 15 20 

Ａ 新潟 ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ新潟 1泊2食 6時00分 ○ ○ ○  15 15 20 

Ａ 新潟 ラマダホテル新潟 1泊2食 6時40分 ○ ○   15 15 20 

Ａ 新潟 ｱｰﾄﾎﾃﾙ新潟駅前 1泊2食 6時30分 ○ ○   15 15 20 

Ｂ 新潟 新潟第一ホテル 1泊2食 6時00分 ○ ○  ○ 15 15 20 

Ｂ 新潟 新潟東映ホテル 1泊2食 6時00分 ○ ○ ○  15 15 20 

Ｂ 新潟 ﾀｰﾐﾅﾙｱｰﾄｲﾝ 1泊2食 6時00分 ○    15 15 20 

Ｂ 新潟 ﾎﾃﾙﾀｰﾐﾅﾙｲﾝ 1泊2食 6時00分 ○ ○   15 15 20 

Ｂ 新潟 新潟ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾃﾙ 1泊2食 6時00分 ○    15 15 20 

Ｂ 新潟 ﾁｻﾝｲﾝ新潟中央ｲﾝﾀｰ 1泊2食 6時00分 ○ ○   20 20 15 

Ｂ 新潟 ﾙｰﾄｲﾝ新潟県庁南 1泊2食 6時00分 ○    20 15 20 

Ｂ 新潟 ﾙｰﾄｲﾝ新潟西ｲﾝﾀｰ 1泊朝食 6時30分 ○ ○   20 20 25 

Ｂ 新潟 コートホテル新潟 1泊朝食 7時00分 ○    15 15 15 

※新潟グランドホテルは洋室4名・5名もあり 

※ルートイン新潟西インターは一部夕食も可 

※コートホテル新潟は朝食開始が7時からとなります為、ご希望によってお弁当をご用意致します。 

【会場までの所要時間】※いずれも車で移動の場合の所要時間です。 

 ①･･･ 東総合スポーツセンター／②･･･ 新潟市体育館／③ ･･･ 新潟市庭球場 

  



◆新発田市・聖籠町（サッカー） 

ランク 地区 施設名 
食事 

条件 

朝食 

開始時間 

部屋タイプ 競技会場までの 
所要時間(分) 

シングル 

(1名1室) 

ツイン 

(2名1室) 

和室 

(4～12名1室) ① ② ③ 

Ａ 月岡 ホテル清風苑 1泊2食 6時30分   ○ 15 15 25 

Ａ 月岡 ホテルひさご荘 1泊2食 6時45分   ○ 15 15 25 

Ａ 月岡 湯あそび宿 曙 1泊2食 7時00分   ○ 15 15 25 

Ｂ 新発田 新発田第一ホテル 1泊2食 6時30分 ○   10 10 15 

Ｂ 聖籠 ホテルざぶーん 1泊2食 6時30分  ○ ○ 20 20 5 

※湯あそび宿 曙は朝食開始が7時からとなります為、ご希望によってお弁当をご用意致します。 

【会場までの所要時間】※いずれも車で移動の場合の所要時間です。 

 ①･･･ 五十公野公園陸上競技場／②･･･サン・スポーツランドしばた多目的グランド／③ ･･･ スポアイランド聖籠 

 
 

■ご旅行条件書 要約（募集型企画旅行契約） ※宿泊プランに適用となります。 
お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。 

旅行条件書（全文）はこちらよりご確認いただけます。【 http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp 】 
●募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）JTB（東京都品川区東品川２－３－１１  観光庁長官登録旅行業第64 号。以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、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（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書

（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称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。 

●旅行のお申込み及び契約成立時期 
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申込みください。 

（２）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、後日送付する請求書に基づく申込金（本プランは旅行代金の全額）のお振込みが完了した時点で、成立したものと

します。 

●申込金のお支払い 
申込金は8 月2 日（金）15 時までにお支払ください。 

●取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、別途記載の金額を取消料として申し受けします。 

別途記載の取消料区分をご確認ください。 

●旅行代金に含まれるもの 
各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊代、食事代、及び消費税等諸税。これらの費用は、お客様

の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 

●特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中

に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 

・死亡補償金：１５００万円 ・入院見舞金：２～２０万円 ・通院見舞金：１～５万円 

・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。） 

身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状

を除きます。）を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。＜免責事項＞ 

●国内旅行保険への加入について 
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であ

るのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細

については、お問合せください。 

●事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個所にご通知ください。 

（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 

●個人情報の取扱について 
当社及び受託旅行会社は、旅行申し込みの際にご提供いただいた申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お

客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていた

だきます。当社・当グループ会社および販売店では①取り扱う商品・サービス等のご案内②ご意見・ご感想の提供、アンケートのお願い③統計資料の作成、このほ

か当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については当社ホームページからもご覧になれます。また、大会運営に伴い情報共有のため大会主催事務局へ情報を提

出し利用させていただきます。 

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は2019 年5 月1 日現在を基準としています。又、旅行代金は2019 年5 月1 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

 

 

 

 

【旅行企画・実施】  

株式会社 JTB 

観光庁長官登録旅行業第 64 号  

（一社）日本旅行業協会正会員  

〒140-8602 東京都品川区東品川 2-3-11 
 
【お問い合わせ・お申込み先】 

株式会社 JTB 新潟支店 

新潟県新潟市中央区東万代町 1-30 

TEL：025-255-5101  

 [営業時間] 9：30～17：30 （土曜・日曜・祝日休業） 

総合旅行業務取扱管理者：美山和之 

※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取引責任者です。 

ご旅行の契約に不明な点がございましたら、遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者に

ご質問ください。 承認№E1905025 



第４０回 北信越中学校総合競技大会
宿泊･昼食要項 

【バドミントン・ソフトボール・柔道･剣道・相撲】 
１．基本方針
（１）本大会参加者の宿泊場所は、必ず指定の宿舎を利用することとします。指定外の宿泊施設の利用は認

められません。指定宿舎以外の宿舎を利用した場合、緊急時の通達ができず、また必要書類の受渡しが
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認めません。変更によって生じたすべ
ての紛議や損失は、任意に宿舎の変更した者がその責任を負うことになります。従って、個人的に宿舎
へ申し込むことはしないでください。 

（２）宿泊・弁当に関しては、取扱会社「名鉄観光サービス株式会社新潟支店」が担当します。要項に則り、
必ず取扱会社を通じて申込みを行ってください。宿泊の割当も当該会社が行うこととします。 

（３）宿泊の取扱いは「名鉄観光サービス株式会社新潟支店」が企画・実施する「募集型企画旅行」であり、
旅行条件は別紙「募集型企画旅行条件書」によります。また、弁当は「手配旅行」契約となります。 

（４）この要項の適用対象者は、選手・応援生徒・監督（引率）・コーチ・専門委員長・運転乗務員・役員と
し、宿泊地は開催市町及びその近郊とします。 

（５）環境及び食品衛生については特に配慮し、保健所等の指導を受けるものとします。 

２．取扱期間 
【 バドミントン 】 ２０１９年 ８月 ５日（月）～ ８月 ７日（水） ３日間 

【 ソフトボール 】 ２０１９年 ８月 ５日（月）～ ８月 ７日（水） ３日間 

【   柔    道   】 ２０１９年 ８月 ５日（月）～ ８月 ６日（火） ２日間 

【   剣    道   】 ２０１９年 ８月 ７日（水）～ ８月 ８日（木） ２日間 

【   相  撲   】 ２０１９年 ８月 ７日（水）～ ８月 ８日（木） ２日間 

３．宿舎及び昼食
（１）宿泊料金【１名あたり／１泊２食付き（消費税・サービス料を含む）】 

Ｓランク：１０,８００円 Ａランク：９,８００円 Ｂランク：８,８００円 

（２）利用宿泊施設一覧表については、【別表】の通りとします。  

（３）宿泊プランの行程     

日次 行程（往復の交通費は含まれていません。） 食事条件 

１日目 １日目 自宅または前泊または各地→ 

（交通はお客様負担）→各宿泊施設 

朝× 昼× 夕○ 

２日目  各宿泊施設→（交通はお客様負担）→各会場 

→（交通はお客様負担）→各宿泊施設 

朝○ 昼× 夕○ 

３日目 ２日目 各宿泊施設→（交通はお客様負担）→ 

自宅または後泊または各地 

朝○ 昼× 夕× 

（４）欠食の取り扱い 

     １泊２食を原則としますが、欠食する場合は、夕食１,０００円・朝食５００円引きとします。 

    ただし、事前に申し込む場合に限ります。現地での変更はお取扱いできません。 

   一部、朝食付施設の場合がございます。その場合は予め弊社より夕食会場のご相談をさせて頂きます。 

（５）配宿について【重要】 

① 配宿の業務は、選手団（選手・監督・コーチ）を優先いたします。 

② 宿泊施設名及び部屋タイプを指定することは出来ません。 

③ 選手・監督等の宿泊は、できる限り県・男女別を配慮致しますが、収容人員・申込人数・ 

申込の日時などの様々な要因により、この限りではございません。予めご了承ください。 

④ 配宿は実行委員会と協議の上行います。各宿泊区分及び、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宿泊施設または、利用予定宿泊施設以外の施設への配宿を行う場合があ

ります。 



⑤ 宿泊施設は駐車場を有していない施設や、駐車料金がかかる施設がございます。その場合は周辺駐

車場をご利用頂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お問い合わせくだ

さい。駐車料金は直接宿泊施設へお支払い頂きます様お願いいたします。なお、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。 

⑥ 宿泊施設設備上の関係で１泊朝食の場合があります。その際夕食は近隣の食事会場をご案内します。

予めご了承ください。 

 （６）昼食料金は、次のとおりとします。 

    ① 料金は、１食８００円（お茶付・消費税を含む）とし、期間中は各会場に１１時～１２時３０分に

配達、受け渡しをします。（練習会場、宿舎等ではお渡し出来ません） 

    ② 昼食の申し込みは、宿泊申し込みと同時に行ってください。 

    ③ その他 

 ・時節柄、お弁当が傷みやすくなっております。受け渡し後は屋内で風通しの良い日陰の机・イス 

の上で保管し、お受け取り後はすぐにお召し上がり下さい。 

・お弁当の空箱の回収を行います。空き箱は弁当引換所に１５時までにお持ちください。 

４．宿泊料金及び昼食料金の支払い方法
 （１）料金の支払いは、「銀行振込」での支払とします。（振込手数料は参加者負担）

    期限は、２０１９年８月２日（金）１５時までの入金とします。

５．申し込み・取り消し・変更
 （１）申し込み期限

       【全 競 技】 ２０１９年７月２５日（木）１７時 までとします。 

（２）申し込み方法 

    競技毎の大会専用ホームページからの申し込みとなります。下記ＵＲＬからお申込下さい。 

    【バドミントン】 http://www.mwt-mice.com/events/hokushin40_badminton 

   【ソフトボール】 http://www.mwt-mice.com/events/hokushin40_softball 

    【 柔  道 】 http://www.mwt-mice.com/events/hokushin40_judo 

    【 剣  道 】 http://www.mwt-mice.com/events/hokushin40_kendo 

    【 相  撲 】 http://www.mwt-mice.com/events/hokushin40_sumo 

（３）申し込み先 

【バドミントン・ソフトボール・柔道・剣道・相撲】 
名鉄観光サービス株式会社 新潟支店 

〒950-0916 新潟市中央区米山４－１－２３(米山Ｎビル３階) 

TEL 025-245-8331（月～金 9時30分～17時30分） FAX 025-245-8333  土･日･祝日休業 

担当者：高橋光一・一戸大樹・石﨑穂花／総合旅行業務取扱管理者：島村健治 

（４）宿舎決定の連絡

     ７月３０日（火）１６時までに、取扱会社より競技毎大会専用ホームページに掲載いたしますので、

直接ご確認下さい。

（５）宿泊に関する変更等の連絡先 

    宿舎決定連絡前は、取扱会社に連絡してください。宿舎決定連絡後については、各宿舎へ直接連絡す

るものとします。 

（６）弁当に関する変更等の連絡先 

    弁当の変更につきましては、宿舎決定連絡の前後に関わらず、取扱会社へ連絡してください。 

（７）応援保護者の希望については、当該競技の取扱会社のホームページより保護者が直接申し込んで 

ください。 

【 宿泊申込先 】 https://www.mwt.co.jp/myado/ 



６．取消し料
 （１）宿泊については次のとおりとします（募集型企画旅行） 

２日前まで 前日 当日(旅行開始前) 旅行開始後の解除または無連絡不参加 

無 料 ４０％ ５０％ １００％ 

 （２）昼食については次のとおりとします（手配旅行） 

利用日前日の１６時まで 利用日前日の１６時以降 

無 料 １００％ 

７．その他
 （１）借上バス、自家用車等の駐車場については申込責任者が宿舎と連絡を取って確認をしてください。

    なお、駐車料金については別途有料となる場合があります。

 （２）競技によっては、会場近くに宿舎が確保できない場合もあります。

 （３）１室あたりの利用者数は、和室の場合は部屋定員（原則２畳に１名）、洋室の場合はエキストラベッ

ドを含めたベッド数とさせて頂きます。その際、選手と応援生徒、監督や引率者・コーチ・バス乗務

員・役員等の方々同士が同室となることがございますのでご了承下さい。 

 （４）申込責任者となる方には、取扱会社及び各宿泊施設から直接連絡をすることがございますので、携帯

電話番号等の確実に連絡をとれる番号を記してお申し込みをお願いします。

 （５）チェックインは原則として、１５時から、チェックアウトは１０時までとします。 

それ以外のお時間でのご利用には、追加代金が必要となりますのでご了承ください。 

又、入宿が深夜になる場合は、予め宿舎と連絡を取り、事前に相談しておいてください。

 （６）添乗員は同行いたしません。 

（７）最少催行人員１名 

お申し込み・問合せ先 

観光庁長官登録旅行業第55号 (社)日本旅行業協会正会員 

【旅行企画･実施】名鉄観光サ－ビス(株)新潟支店 
総合旅行業務取扱管理者：島村 健治

〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山4-1-23 米山Ｎﾋﾞﾙ3階 

TEL 025-245-8331  FAX 025-245-8333 

     営業時間：月～金曜日 9時30分～17時30分（土･日･祝日休業）   

     ※8/3(土)･8/4(日)は電話受付承ります。

     担当者：高橋・一戸・石﨑 

                                 承認NO. 

 ◆総合旅行業取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。 

  この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記旅行業取扱 

  管理者にお尋ねください。 



＜利用宿泊施設一覧表＞ 

バドミントン（新潟市内）８月５日(月)、８月６日(火)宿泊分 

ランク 地区 施設名 食事 

条件 

朝食 

開始時間

シングル ツイン トリプル 和室 競技会場までの

移動時間 

Ｓ 新潟 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ新潟 1泊2食 6時00分  ○ ○  車で約30分 

Ｓ 新潟 ﾄﾞｰﾐｰｲﾝ新潟 1泊朝食 6時15分 ○    車で約30分 

Ｓ 新潟 ｱｰﾄﾎﾃﾙ新潟駅前 1泊朝食 6時30分 ○ ○   車で約30分 

Ａ 新潟 ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ新潟 1泊朝食 6時30分 ○    車で約30分 

Ａ 新潟 新潟東映ホテル 1泊2食 6時30分 ○ ○ ○  車で約30分 

Ｂ 新潟 新潟第一ﾎﾃﾙ 1泊2食 6時30分 ○ ○  ○ 車で約30分 

Ｂ 新潟 ﾎﾃﾙﾀｰﾐﾅﾙｲﾝ 1泊2食 6時30分 ○ ○   車で約30分 

Ｂ 新潟 割烹の宿 湖畔 1泊2食 6時30分 ○   ○ 車で約30分 

Ｂ 新潟 ｺﾝﾌｫｰﾄｲﾝ新潟亀田 1泊朝食 6時30分 ○    車で約20分 

バドミントン（新潟市以外）８月５日(月)、８月６日(火)宿泊分 

ランク 地区 施設名 食事 

条件 

朝食 

開始時間

シングル ツイン トリプル 和室 競技会場までの

移動時間 

Ａ 湯田上 湯田上温泉 ﾎﾃﾙ小柳 1泊2食 6時30分 ○   ○ 車で約25分 

Ｂ 湯田上 湯田上温泉 わか竹 1泊2食 6時30分    ○ 車で約25分 

Ｂ 五泉 五泉 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙﾏﾘｴｰﾙ 1泊2食 6時40分 ○    車で約20分 

ソフトボール（弥彦温泉）８月５日(月)、８月６日(火)宿泊分 

ランク 地区 施設名 食事 

条件 

朝食 

開始時間

シングル ツイン トリプル 和室 競技会場までの

移動時間 

Ａ 弥彦 お宿だいろく 1泊2食 6時00分    ○ 車で約30分 

Ａ 弥彦 ﾎﾃﾙｳﾞｧｲｽ 1泊2食 6時00分    ○ 車で約30分 

Ａ 弥彦 旅館清水屋 1泊2食 6時00分    ○ 車で約30分 

Ａ 弥彦 名代家旅館 1泊2食 6時00分    ○ 車で約30分 

Ａ 弥彦 みますや旅館 1泊2食 6時00分    ○ 車で約30分 

Ａ 弥彦 山本館 1泊2食 6時00分    ○ 車で約30分 

ソフトボール（燕・三条市内）８月５日(月)、８月６日(火)宿泊分 

ランク 地区 施設名 食事 

条件 

朝食 

開始時間

シングル ツイン トリプル 和室 競技会場までの

移動時間 

Ａ 燕 燕三条ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 1泊2食 6時00分 ○  ○  車で約10分 

Ｂ 三条 ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾘｰﾝ燕三条 1泊2食 6時00分 ○ ○   車で約10分 

Ｂ 三条 越前屋ﾎﾃﾙ 1泊2食 6時00分  ○ ○ ○ ※車で約20分

Ｂ 三条 三条ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 1泊2食 6時00分 ○ ○ ○  ※車で約20分

Ｂ 三条 会六旅館 1泊2食 6時00分    ○ ※車で約15分

Ｂ 三条 ｱｸｱﾎﾃﾙ燕三条駅前店 1泊朝食 6時00分 ○    車で約10分 

※【三条･燕総合グラウンド】までの移動時間は車で約10分です。 

柔道（新発田市内、月岡温泉､胎内市内､聖籠町内）８月５日(月)宿泊分 

ランク 地区 施設名 食事 

条件 

朝食 

開始時間

シングル ツイン トリプル 和室 競技会場まで

の移動時間 

Ａ 新発田 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ新発田ｲﾝﾀｰ 1泊2食 6時30分 ○ ○   車で約 10 分

Ａ 月岡 ﾎﾃﾙ清風苑 1泊2食 6時30分    ○ 車で約 20 分

Ａ 月岡 ※ﾎﾃﾙﾆｭｰあけぼの 1泊2食 7時00分    ○ 車で約 20 分

Ａ 月岡 村上館湯伝 1泊2食 6時30分    ○ 車で約 20 分

Ｂ 新発田 新発田ﾆｭｰﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ 1泊2食 6時50分 ○    車で約 3 分

Ｂ 新発田 新発田第一ﾎﾃﾙ 1泊朝食 6時30分 ○    車で約 3 分

Ｂ 月岡 東栄館 1泊2食 6時30分    ○ 車で約 20 分

Ｂ 胎内 中条ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 1泊2食 6時00分 ○ ○   車で約 30 分

Ｂ 聖籠 ホテルざぶーん 1泊2食 6時30分   ○ ○ 車で約 20 分

※『ﾎﾃﾙﾆｭｰあけぼの』は7時00分朝食開始となる為、ご希望によってはお弁当をご用意いたします。 



剣道（新発田市内、月岡温泉､胎内市内）８月７日(水)宿泊分 

ランク 地区 施設名 食事 

条件 

朝食 

開始時間

シングル ツイン トリプル 和室 競技会場まで

の移動時間 

Ａ 新発田 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ新発田ｲﾝﾀｰ 1泊2食 6時30分 ○ ○   車で約10分 

Ａ 月岡 ﾎﾃﾙ清風苑 1泊2食 6時30分    ○ 車で約 20 分

Ａ 月岡 ﾎﾃﾙﾆｭｰあけぼの 1泊2食 7時00分    ○ 車で約 20 分

Ａ 月岡 村上館湯伝 1泊2食 6時30分    ○ 車で約 20 分

Ｂ 新発田 新発田ﾆｭｰﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ 1泊2食 6時50分 ○    車で約 3 分

Ｂ 新発田 新発田第一ﾎﾃﾙ 1泊朝食 6時30分 ○    車で約 3 分

Ｂ 月岡 東栄館 1泊2食 6時30分    ○ 車で約 20 分

Ｂ 胎内 中条ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 1泊2食 6時00分 ○ ○   車で約 30 分

※『ﾎﾃﾙﾆｭｰあけぼの』は7時00分朝食開始となる為、ご希望によってはお弁当をご用意いたします。 

相撲（見附市内､三条市内､長岡市内）８月７日(水)宿泊分 

ランク 地区 施設名 食事 

条件 

朝食 

開始時間

シングル ツイン トリプル 和室 競技会場まで

の移動時間 

Ａ 見附 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙﾚｱﾝﾄ 1泊2食 6時30分 ○    車で約15分 

Ａ 長岡 旬食･ゆ処･宿 喜芳 1泊2食 6時00分    ○ 車で約35分 

Ｂ 見附 ﾎﾃﾙつるや 1泊2食 6時30分 ○    車で約5分 

Ｂ 三条 ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾘｰﾝ燕三条 1泊2食 6時00分 ○ ○   車で約35分 

Ｂ 長岡 ﾎﾃﾙﾆｭｰｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ 1泊2食 6時00分 ○    車で約25分 


