
１．基本⽅針

平成３０年度全国中学校体育⼤会・第４７回全国中学校ハンドボール⼤会の宿泊・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頂きます。

（１） 宿泊・昼⾷弁当の取り扱いにつきましては、全国中学校体育⼤会⼭⼝県実⾏委員会（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４７回全国中学校ハンドボール⼤会に参加
する、選⼿・監督・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

（⼩児も含む）とします。選⼿・監督・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宿舎と致します。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。 指定宿舎以外の宿泊施設を利⽤の場合、緊急時通達が出来ず、また必要書類の受け渡しが
出来ないことが予想されます。尚、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『株式会社⽇本旅⾏ 徳⼭⽀店』（以下、
「全中⼭⼝配宿センター」という）を通じての申込となります。

（５） 宿泊割り当ては、選⼿・監督・役員等を優先し、部屋割りは男⼥別や引率・選⼿別等を考慮して⾏います。

３．宿泊について（募集型企画旅⾏契約）

（１）旅⾏期間（宿泊⽇基準）について
平成３０年８⽉１７⽇（⾦）〜８⽉２２⽇（⽔）５泊（⼤会前⽇泊と閉会式後の宿泊を含む）
※⼤会⽇程は８⽉１８⽇（⼟）〜８⽉２１⽇（⽕）です。
最少催⾏⼈員︓1名 / 添乗員︓同⾏致しません / 移動︓各⾃にて

（２）旅⾏⽬的（宿泊）地について
周南市・下松市・防府市・光市

（３）ご旅⾏代⾦（宿泊代⾦）について
詳細は３ページに記載しております。そちらをご覧ください。

（４） 宿泊施設について
① 利⽤宿泊施設については、【宿泊施設⼀覧表】をご確認下さい。
② 洋室のﾂｲﾝ・ﾄﾘﾌﾟﾙ・ﾌｫｰｽﾙｰﾑ使⽤の場合は、ｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄﾞ（簡易ﾍﾞｯﾄﾞ）対応になる場合があります。
③ ⼩学⽣も同料⾦になります。また未就学児については「全中⼭⼝配宿センター」へお問い合わせ下さい。
④ 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。予めご了承願います。
⑤ 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）となり、いず

れも客室定員利⽤を原則と致します。シングル以外の洋室を１名で利⽤する場合、また、和室タイプ
を定員未満でご利⽤の場合は追加料⾦が発⽣する場合があります。

⑥ 申込記号は第３希望まで必ずご記⼊下さい。
⑦ 宿泊施設を指定してのお申し込みは出来ません。
⑧ 禁煙ルームは選⼿を優先にご案内しますが、状況により喫煙ルームでの消臭対応となる場合があります。
⑨ 施設によっては、アメニティ等の設備が無い場合もございますので、⾝の回り品は各⾃ご⽤意下さい。
⑩ 個⼈勘定及びこれに伴うサービス料と諸税は各⾃にて現地でのご精算をお願いします。

２．取扱（適⽤）期間
（１） 平成３０年８⽉１７⽇（⾦）〜８⽉２２⽇（⽔）６⽇間

※⼤会期間は８⽉１８⽇（⼟）〜８⽉２１⽇（⽕）です。（⼤会前⽇泊と閉会式後の宿泊を含む）
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（７） 配宿について
① 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ランク、または、利⽤予定宿泊施設以外の施設への配宿を別途ご案
内をする場合があります。その場合、該当の⽅にはご連絡を差し上げます。予めご了承ください。
また、⼀般応援・保護者につきましては、宿泊地区及び各施設の宿泊⼈員の関係上、選⼿団とは別
の宿泊施設になる可能性もございます。その場合は他の宿泊施設をご案内致します。

② 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
をお問い合わせ下さい。また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。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。

③ 配宿の業務は、選⼿団（選⼿・監督・コーチ）を優先致します。
④ 宿泊施設名を指定することは出来ません。＊Ｄは除く。
⑤ 選⼿・監督等の宿泊は、できる限り都道府県別や練習会場へのアクセスを配慮致しますが、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。

（６） ⾷事・⽋⾷控除について
１泊２⾷を基本と致します。⼣⾷を⽋⾷される場合は、旅⾏代⾦から1,000円（税込）を控除させて
頂きます。
① 朝⾷の⽋⾷は取扱致しません。
② ⼣⾷の⽋⾷は８⽉１５⽇までにお申し付けください。（宿泊等の確認書類ＦＡＸ送信の翌⽇まで）
③ 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です。
④ 宿舎により、朝⾷が軽⾷となることがあります。
⑤ ⼣⾷及び朝⾷は、レストラン⼜は宴会場等にてセット⼜はバイキングメニューでのご⽤意となります。
⑥ 会場のスペースにより、基本的に試合時間の早い学校から順にお⾷事のご案内をさせて頂きます。

（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15:00以降、チェックアウト（退館⼿続き）は10:00までを原則と致します。
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。
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※宿泊施設の収容⼈員に限りがございます。⽌むを得ず希望以外のランク、または、宿泊予定施設以外の施設へ
の配宿を別途ご案内する場合があります。予めご了承ください。

※地区番号❶❷❼❽⓭⓮⓲のホテルでは１泊朝⾷になります。⼣⾷は徒歩５分程度の場所にありますレストランでご
案内させていただきます。(上記料⾦はレストラン⼣⾷を含む料⾦です。）

※地図番号③のホテルは８⽉１９⽇のみホテルの都合でホテルのレストランで⼣⾷が⽤意できません。外のレストランで
ご案内させていただきます。

※宿泊施設の都合により、朝⾷開始時間、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。
※Ｄは公⽴施設になりますので、施設の規定があります。

■宿泊施設⼀覧表
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旅⾏代⾦（宿泊代⾦）は、１泊２⾷付、消費税・サービス料・企画料を含む、⼤⼈１名1泊当たりの料⾦です。
申込
記号 地区 宿泊代⾦ 地図

番号 施設名 部屋
タイプ

朝⾷開始
可能時間

会場までの移動
時間（分・距離）

A 徳⼭ 10,000 ③ ホテルルートイン徳⼭駅前 洋室 6︓30 ⾞10分・4Ｋｍ

B

徳⼭

9,500

⑩ ホテルＡＺ⼭⼝徳⼭店 洋室 6︓00 ⾞10分・４Ｋｍ
下松 ⑪ ホテルＡＺ⼭⼝下松店 洋室 6︓00 ⾞7分・4Ｋｍ
徳⼭ ❶ 徳⼭第⼀ホテル 洋室 6︓30 ⾞10分・４Ｋｍ
徳⼭ ❷ ホテルアルフレックス 洋室 6︓30 ⾞10分・４Ｋｍ
徳⼭ ❽ ホテルα-１徳⼭駅前 洋室 6︓30 ⾞10分・４Ｋｍ
徳⼭ ❼ ホテルクラウンヒルズ 洋室 6︓30 ⾞10分・４Ｋｍ

C

防府

9,000

④ ホテルルートイン防府駅前 洋室 6︓30 ⾞35分・38Ｋｍ
防府 ⓭ ホテルαー１防府 洋室 6︓30 ⾞35分・38Ｋｍ
防府 ⓮ スーパーホテル防府 洋室 6︓30 ⾞35分・38Ｋｍ
徳⼭ ⑤ 紫⽔園 和室 6︓30 ⾞25分・20Ｋｍ
徳⼭ ⑥ 湯野荘 和室 6︓30 ⾞25分・20Ｋｍ

下松 ⑮
ビジネスホテルみやこ 洋室 6︓30 ⾞10分・5Ｋｍ
ビジネスホテルみやこ 和室 6︓30 ⾞10分・5Ｋｍ

徳⼭ ⑨
ホテル⻘⼭ 洋室 6︓30 ⾞10分・４Ｋｍ
ホテル⻘⼭ 和室 6︓30 ⾞10分・４Ｋｍ

徳⼭ ⑫ みぎた旅館 和室 6︓30 ⾞10分・４Ｋｍ

徳⼭ ⑯ ⽯船温泉 和室 6︓30 ⾞35分・30Ｋｍ
熊⽑ ⑰ 万安旅館 和室 6︓30 ⾞35分・30Ｋｍ
光 ⓲ 光第⼀ホテル 洋室 6︓30 ⾞25分・15Ｋｍ

Ｄ 光 6,500 ⑲ ⼭⼝県スポーツ交流村 ２段ベッド 6︓30 ⾞30分・18Ｋｍ

４．昼⾷弁当について
（１）昼⾷取扱期間

平成３０年８⽉１８⽇（⼟）・１９⽇（⽇）・２０⽇（⽉）・２１⽇（⽕）４⽇間
事前申し込み分を⼤会会場にてお渡し致します。⼤会会場周辺には⾷事施設が少ない為、お弁当のお
申込みを推奨致します。（※当⽇の販売は⾏いません）

（２）昼⾷（お弁当）代⾦について ※お弁当は旅⾏契約には該当致しません。付帯サービスとしてお申込を承ります。
弁当１⾷ ８５０円（イオンウォーター付、税込）

（３）その他
① 宿泊申込時に、必要事項を記⼊しお申込み下さい。
② 昼⾷（お弁当）代⾦のお⽀払い等については、宿泊代⾦と同様の取り扱いとなります。
③ 昼⾷（お弁当）の引換は、11時〜13時の間に、指定された引換所にて学校毎に交換致します。

その際は、「お弁当引き換え券」をご持参下さい。
④ 時節柄、お弁当が傷みやすくなっております。お受け取り後はすぐにお召し上がり下さい。
⑤ ⾷中毒防⽌の為、受け取られに来られないお弁当は14時をもって廃棄させて頂きます。
⑥ お弁当の空箱の回収を⾏います。空き箱は弁当引換所に１4時までにお持ちください。

衛⽣上により、お持ち帰りにならないようお願い致します。



別紙の旅⾏条件書を事前にご確認の上、お申込みください。

（１）お申込⽅法―――――――――――――――――――――――――――――――――――

①出場が決定次第、速やかに所定の申込⽤紙にて、ＦＡＸ⼜はメールにてお申込み下さい。
「今⼤会ホームページ」内の「要項・申込」の専⽤の書式をご利⽤下さい。

②全⽇本中学校体育ハンドボール⼤会のホームページから専⽤申込⽤紙がダウンロード及び印刷等が出来な
い場合には、弊社「全中⼭⼝配宿センター」までご連絡を下さい。ご指定先に申込⽤紙をＦＡＸ⼜はメール
させて頂きます。

（２）お申込締切⽇――――――――――――――――――――――――――――――――――

平成30年8⽉10⽇（⾦）17時まで

（３）宿泊・昼⾷（お弁当）の確認書及び請求書の案内⽇――――――――――――――――

平成30年8⽉13⽇（⽉）以降に、ご記⼊頂きました申込責任者（書類送付先）宛に、宿泊・昼⾷の
確認書類、請求書、返信⽤受信確認書を取り急ぎＦＡＸ⼜はメールし、原本は8⽉14⽇（⽕）迄に投函致
します。
地域によりますがお⼿元には8⽉15⽇（⽔）頃に届く予定です。
確認書⾯等をお受け取り後、返信⽤受信確認書に必要事項をご記⼊頂き、ＦＡＸ⼜はメールにてご返信お願
い致します。

（４）お⽀払⽅法―――――――――――――――――――――――――――――――――――

平成30年8⽉17⽇（⾦）15時迄に、弊社指定⼝座へお振込みください。
振込⼿数料はお客様負担となりますことをご了承ください。

【振込先】みずほ銀⾏ ⼗五号⽀店 普通 3101617 株式会社 ⽇本旅⾏
会場及び帰着後のお⽀払の取扱は致しません。

（5）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、概ね1ヶ⽉以内にはご指定の振込⼝座へご⼊⾦
させて頂きます。尚、その際の振込⼿数料は差し引かせて頂きます。

（6）領収証について――――――――――――――――――――――――――――――――――

①領収書はお振込み時の控えをもって領収書に代えさせて頂きます。別途、弊社領収書発⾏をご希望の
場合は、⼤会のホームページ上に領収証発⾏依頼書を掲載致します。ご⾃⾝で印刷等していただき必要
事項をご記⼊の上、ＦＡＸにてご返信下さい。領収証は⼤会終了後、概ね1ヶ⽉以内にはにご指定の宛先
に郵送させて頂きます。
※なお、領収書の発⾏についてはご⼊⾦が完了していることが前提となりますのでご注意下さい。

②⼀旦発⾏した領収書の差し替えは発⾏済領収書と返信⽤封筒同封の上、郵送にてご依頼願います。

５．お申込⽅法について
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【旅⾏企画・実施】・【お申込み・お問合せ】
観光庁⻑官登録旅⾏業第２号 ＪＡＴＡ正会員 ボンド保証会員
株式会社⽇本旅⾏ 徳⼭⽀店
〒745-0057

⼭⼝県周南市銀座1-29
ＴＥＬ︓０８３４-２２-１７７１ ＦＡＸ︓０８３４-２１-０８２９
営業時間 平⽇10︓00〜18︓00（⼟・⽇・祝⽇は休業ですが、⼤会期間中の電話受付は対応致します）
総合旅⾏業務取扱管理者 坂⼝ 貴正 [承認番号:⻄⽇本１８-０７３]

「第４７回全国中学校ハンドボール⼤会 全中⼭⼝配宿センター」係
担当者︓ ⼩原 ・ ⼩川 ・ 坂⼝ ⼤会専⽤E-mail︓ec_tokuyama@nta.co.jp

８．宿泊・弁当対応窓⼝について

７．個⼈情報の取り扱いについて

申込書に記載された個⼈情報につきましては、お客様との連絡の為や、宿泊・昼⾷（お弁当）等の提供するサービス
の⼿配及び、受領の為の⼿続きに利⽤させて頂く他、必要の範囲内で当該機関等及び⼿配代⾏者に提供致します。
また、実⾏委員会にも提出致します。当社の個⼈情報の取り扱いに関する⽅針については、当社のホ－ムページでご
確認下さい。

申込後の変更・取消のご連絡は、申込書に加筆訂正してから「全中⼭⼝配宿センター」宛ＦＡＸにてお知らせ下さ
い。間違い防⽌の為、電話による変更・取消はお受け致しません。但し、⼤会期間中は会場内ツアーデスクにてお申
し出下さい。 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⽇とさせて頂きます。
ご返⾦は取消料を差し引き、⼤会終了後1ヶ⽉以内⽬途に申込責任者宛ご指定の⾦融機関⼝座へ送⾦させて頂
きます。

2・昼⾷弁当 ※昼⾷は旅⾏契約には該当致しません。

６．取消料規定（変更・取消）について

弁当取消⽇ 取消料
昼⾷受取⽇の前⽇15時までの解除 無 料
昼⾷受取⽇の前⽇15時以降の解除 １００％

①取消基準⽇は弊社営業⽇・営業時間内のFAX着信時とさせて頂きます。（取消⽇基準時間 18:00迄）
営業時間外の着信については翌営業⽇の取扱とさせて頂きます。お電話での変更・取消はトラブル防⽌の
為受け付けておりません。 ※但し、⼤会期間中の変更につきましては会場スタッフ⼜はツアーデスクまでの連絡で
対応させて頂きます。

②昼⾷お弁当の個数変更・追加等につきましては、前⽇の15時までに「全中⼭⼝配宿センター」または、⼤会会場
設置「株式会社⽇本旅⾏ 全中⼭⼝ツアーデスク」のスタッフに最終個数を必ずご連絡下さい。

契約解除の⽇ 取消料
旅⾏開始⽇の前⽇から起算して4⽇⽬にあたる⽇迄の解除 無 料
旅⾏開始⽇の前⽇から起算して3⽇⽬にあたる⽇から２⽇⽬にあたる⽇迄の解除 旅⾏代⾦の ２０％
旅⾏開始⽇前⽇の解除 旅⾏代⾦の ３０％
旅⾏開始⽇当⽇の12時までの解除 旅⾏代⾦の ５０％
旅⾏開始⽇当⽇の12時以降の解除・無連絡の場合 旅⾏代⾦の １００％

①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。
②取消基準⽇は弊社営業⽇・営業時間内のFAX着信時とさせて頂きます。営業時間外の着信については翌営業

⽇の取扱とさせて頂きます。尚、お電話での変更・取消はトラブル防⽌の為受け付けておりません。

1・ご旅⾏代⾦ ※取消⽇基準時間は、18:00迄とします。18:00を過ぎた場合は翌⽇の受付扱いとなります）
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