
 
第 38 回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会 

【	 宿泊・弁当要項	 】	  
 

１．基本方針 
『第３８回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会』の宿泊および弁当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）第３８回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会埼玉県実行委員会（以下「実行委員会」という）の宿泊・弁当基本方針に

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３８回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会に参加する 
	 	 	 監督・コーチ・選手については、大会要項により正規に認められた者とします。 
（３）大会参加の配宿は指定宿舎とします。尚、指定したホテルの変更は原則として認めません。変更によって生じるすべての 
	 	 	 紛議や損失は、任意に宿舎を変更したものがその責任を負うとことになります。 
（４）宿泊・弁当の取り扱いは、実行委員会が指定した「名鉄観光サービス㈱さいたま支店」（以下「配宿センター」という）	 	  
	 	 	 が担当します。必ず配宿センターを通じてお申し込み等を行って下さい。 
 
２．取扱期間 
	 	 平成２８年８月５日（金）～８月８日（月）	 ４日間（大会日程は８月６日～８日になります。） 
	 	 但し、災害時特別な理由が生じた場合は考慮します。 
 
３．宿泊プラン 
（１）宿泊設定日：平成２８年８月５日（金）・６日（土）・７日（日）の３泊をご用意しております。 
	 	 	 	 	 	 	 	 （前泊・後泊のご希望の場合は、別途承りますのでご相談下さい。） 
 
 
 
 
 

① 宿泊代金（原則１泊２食	 税・サ込み	 １名様代金	 和室の定員利用）	 単位：円 
② 宿泊申込書の「宿泊希望」欄、	 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ	 のいずれかに○印をご記入下さい。 
③ 宿泊代金には、連絡通信費・企画料金が含まれています。 
④ 配宿は、申込書の希望を考慮しながら宿泊人数に合わせて宿泊先を決定いたします。また、配宿は取扱業者の一任とさ

せて頂きます。各ランクの宿泊施設には限りがございますので、ご了承下さい。また、決定した宿舎については宿舎決

定通知を各参加チームへ郵送にてご連絡させていただく予定です。お部屋タイプ及び宿舎の収容人員が満員に達した場

合は、やむを得ず希望以外または予定宿舎以外への配宿を行うことがあります。 
⑤ 宿泊の割当は、監督・コーチ・選手・応援児童・保護者の順に優先して行います。 

（２）早着・遅着の扱い 
	 	 	 チェックインは１５：００以降、チェックアウトは１０：００以前を原則とします。 
	 	 	 それ以外によっては、追加料金を徴収する場合もございます。 
（３）欠食控除の取り扱い 
	 	 	 欠食控除の取り扱いはしません。 
（４）宿舎の駐車場について 
	 	 	 宿舎施設により異なります。宿舎決定通知が届きましたら、各宿舎へ直接お問い合わせ下さい。 

行程	 	 	 ①各地出発地～（各自）～宿泊到着地	 	 	 ②宿泊出発地～（各自）～各地到着 

食事条件	 朝食１回夕食１回	 	 	 	 	 最小催行人員	 １名	 	 	 	 	 添乗員同行なし 



４．宿泊施設・料金一覧 

ランク 地	 区 宿泊施設 
宿泊代金(お一人様) 

部屋タイプ 会場までの距離(車) 
大	 人 小	 人	  

Ａ 

飯	 能 マロウドイン飯能 

10,800円 9,200円 

洋室(1～2名) 車にて約 10分 
岩蔵温泉 儘田屋 和室(2～5名) 車にて約 10分 

越	 生 ニューサンピア埼玉おごせ 
洋室(1～2名) 
和室(3～5名) 

車にて約 40分 

所	 沢 所沢パークホテル 洋室(1～3名) 車にて約 30分 

Ｂ 

飯	 能	  飯能第一ホテル 

9,000円 8,500円 

洋室(1～2名) 車にて約 10分 

秩	 父 
ホテル美やま 

洋室(1～2名) 
和室(5名) 

車にて約 60分 
ナチュラルファームシティ 

農園ホテル 
和洋室(2～5名) 
和室(6名) 

狭	 山 
新狭山ホテル 洋室(1～2名) 

車にて約 30分 新狭山第一ホテル 洋室(1～2名) 
入	 間 入間第一ホテル 洋室(1～2名) 
坂	 戸 坂戸グランドホテルＷＩＮ 洋室(1～3名) 車にて約 40分 

Ｃ 
飯	 能 

ビジネスホテルおがわ 

8,500円 7,800円 

洋室(2名) 
和室(3～6名) 車にて約 10分 

奥むさし旅館 和室(3～6名) 

秩	 父 やまぶき荘 
和室(4名～) 
広間(5名～) 

車にて約 60分 

Ｄ 
越	 生 越生館 

7,500円 7,000円 

洋室(2名) 
和室(10名～) 

車にて約 30分 

秩	 父 不動の湯 
和室(3名～) 
広間(10名～) 

車にて約 60分 

※選手団の宿泊先確保を優先するため、応援児童・保護者の方の宿泊確保は別宿舎になる可能性がございます。 
※上記所要時間は目安になります。交通状況により前後する場合がございますので、余裕を持ってご移動をお願い致します。 
※大会用として事前に予約をしている為、インターネット等の価格と異なる場合がございます。 
５．弁当の取り扱い	  

（１）平成２８年８月５日（金）～８日（月）の４日間、１食 800円（税込・お茶付き）にて手配いたします。 
	 	 	 尚、ご注文以外の当日販売は行いませんのでご了承下さい。 
（２）宿舎の変更については、前日１７：００までに配宿センターまでお申し出下さい。 
（３）弁当は会場の指定された弁当引換所にて１１：００～１２：３０の間にチーム毎にお受け取り下さい。 
（４）季節柄食品衛生上のため、弁当受け取り後は早めにお召し上がり下さい。（お持ち帰りの会食はご遠慮願います。） 
（５）空箱の回収を行いますので、１４：００までに弁当引換所にお持ち下さい。 
（６）近隣にお弁当を手配可能な施設は少ないですので、お申込をお勧めします。 
 
６．変更・取消（※取消日が土日祝日の場合、翌営業日の取消となります。） 

 宿舎決定通知受取日～2日前 前	 日 当	 日 旅行開始後・無連絡 
宿泊 宿泊代金の３０％ 宿泊代金の４０％ ５０％ １００％ 

弁当 無料 
１７：００まで	 	 	 無料 
１７：００以降	 １００％ 

１００％ １００％ 

 
 
 
 
 
 



７．お申し込み方法 
（１）申込方法・締切日について 
	 ①出場が決定次第、所定の申込書に必要事項をご入力の上、メールまたはＦＡＸにて下記までお申し込み下さい。 
	 ②お申し込み以後の変更・取消については必ずメール又はＦＡＸにてご連絡下さい。配宿後も同様です。 
	 	 大会期間中は大会期間緊急連絡先及びツアーデスクまでご連絡下さい。 
	 ③申し込み期限：平成２８年７月１０日（日）  
	 ④間際のお申し込みについては、お受け出来ない場合がございますので、予めご了承下さい。 
（２）宿舎決定通知・精算について 
	 ①責任者様宛へ平成２８年７月中旬頃を目安に宿泊・弁当確認書・請求書・領収証発行依頼書を郵送にて送付いたします。 
	 ②確認書到着後、指定口座へ７月２９日（金）までにお振込みをお願い致します。振込手数料はご負担をお願い致します。 
	 ③変更・取消により生じた差額は、大会終了後振込にてご指定の口座へ返金致します。 
	 ④領収証が必要な場合は領収証発行依頼書にご記入いただき、配宿センターまでＦＡＸまたは大会期間中のツアーデスクまで 
	 	 ご提出下さい。大会期間中のお渡し又は申込責任者宛に郵送致します。 
（３）申込・お問い合わせ 
観光庁長官登録旅行業第５５号	 （社）日本旅行業協会正会員	 ボンド保証会員 
旅行企画・実施	 名鉄観光サービス㈱さいたま支店	 「第３８回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会	 配宿センター」 
旅行業務取扱管理者：関野	 泰樹 
担当：玉川	 世那(たまがわ	 せな)・樋田	 瞳(とよだ	 ひとみ)・多賀谷	 翔太(たがや	 しょうた)	  
〒３３０－０８５４ 
ＴＥＬ：０４８－６４１－５３８８	 ＦＡＸ：０４８－６４１－５２８７	 E-mail：sena.tamagawa@mwt.co.jp 
営業時間	 月～金	 ０９：００～１７：００（土日祝日は休み） 
（４）振込先 
みずほ銀行	 第五集中支店	 普通	 ０１７０６３３ 
名鉄観光サービス株式会社 
※振込はお手元に請求書が到着後、お願い致します。 
８．輸送 
	 本大会では、シャトルバスの運行はありませんので、移動は公共交通機関または貸切バス等をご利用下さい。 
	 各宿舎から大会会場までの送迎バスがございませんので、予めご了承下さい。 
 
９．ご旅行条件について 
	 この旅行は名鉄観光サービス㈱が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、弊社と 
募集形企画旅行契約を締結することになります。 
	 旅行契約の内容・条件につきましては、宿泊決定通知の際「詳しい旅行条件書」を送付いたしますので、ご確認いただき 
ますようお願い申し上げます。 
	 契約の内容・条件につきましては、弊社の店頭またはホームページでもご確認いただけます。 
この旅行条件は、平成２８年６月１３日を基準日としています。 
 
１０．個人情報の取り扱いについて 
名鉄観光サービス株式会社は、お申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や輸送･宿泊機関等の提供

するサービスの手配及び受領のための手続に利用させて頂くほか、必要な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、大会主催者様の要請に基づき、名簿作成等のために情報を提供致します。それ以外の目的でご提供いただく個人情報は利

用致しません。上記の他、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社店頭またはホームページにてご確認下さい。 


