
２日・３日宿泊…

今年度の配宿方法 大会３日目（２日）に負け帰りをする場合の取消料を免除いたします。

お申込時… 大会３日目までに敗退した場合の２日以降の宿泊有無を事前にお決めいただきます。　※１ ※３

配宿通知… 大会前日（３０日）と１日目（３１日）、２日目（１日）の３泊分は宿泊施設名を通知します。　※1 ※２

大会３日目（２日）・４日目（３日）の宿舎は、当日ご案内します。前日までと異なる宿舎になる場合が

ありますので、２日朝に一度荷物を持ってチェックアウトをしていただきます。　※１ ※３

※３ ２日・３日に宿泊する宿舎名は当日のご案内となります。試合結果にかかわらず宿泊をすると回答された場合でも、

　＊禁煙ルームの部屋数に限りがあるため、喫煙ルームが一部含まれる場合があります。

※２ 大会１日目（３１日）と２日目（１日）の宿泊は取消料免除の対象になりません。所定の取消料を申し受けます。

 設定ホテル・宿泊料金等は
次ページをご確認ください。

※１ ２日・３日の宿舎名は通知しませんが、宿泊された場合のタイプ（料金）はお知らせします。そのため、宿泊料のお支払いは

　　　２日・３日宿泊分も事前にお支払いをいただき、２日・３日の宿泊を取り消された場合は大会終了後に返金をさせていただきます。

　　　同じ宿舎とは限りません。そのため２日朝の出発時は一度チェックアウトをしていただき、荷物を持ってご出発下さい。

令和３年度　北海道中学校体育大会

第７２回北海道中学校軟式野球大会　宿泊・弁当取扱要項

　■設定ホテルと宿泊代金：別紙をご確認下さい（２ページ）

　■宿泊設定日：令和３年７月３０日（金）・３１日（土）・８月１日（日）・２日（月）・３日（火）　５泊

　■旅行日程　 

出発日

帰着日

出発地…（各自移動）…大会宿泊地・ホテル（泊）

ホテル…（各自移動）…帰着地

朝× 昼× 夕△

１．宿泊施設のご案内　　大会参加者の宿泊は、名鉄観光サービス㈱旭川支店が企画・実施する「募集型企画旅行」となります。

　　この度は、第７２回北海道中学校軟式野球大会へのご出場おめでとうございます。

夕食は１泊２食設定のみ

　本大会の選手・監督・コーチの宿泊・弁当につきましては、名鉄観光サービス㈱旭川支店にて斡旋させていただくこと

　になりました。『指定宿泊』となりますので、宿泊を伴う出場校の選手・引率・コーチの皆様は弊社へお申し込み下さい。

　　下記の要項をご覧いただき、お早めにお申込みいただきますよう、ご案内申し上げます。

　■添乗員：添乗員は同行いたしません。

朝○ 昼× 夕×

　■最少催行人員：１名より催行いたします。

　　（前後泊が必要な場合はお問合せ下さい。）

　【宿泊に関する留意事項】

　＊欠食控除の取り扱いはいたしません。

　＊宿泊施設の割り当ては、大会事務局及び弊社宿泊事務局に一任とさせていただきます。

　　（地区予選日程が異なるため、先着順での割り当てはいたしません。）

　＊必ず第２希望までご選択下さい。ご希望の宿泊タイプで回答ができない場合がございます。また、状況によっては

　　（応援される家族の宿泊は申し込み状況により、選手と別のホテルでのご案内やお受けできない場合がございます。

　　 あらかじめご承知おきの上、お申込みいただきますよう、お願いいたします。）

　　 あらかじめご了承下さい。（消臭対応等になる場合がございます。）

　＊チェックインは１５時以降、チェックアウトは１０時までを基本とします。

　　設定外の宿泊施設を代案提示する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

　＊選手・監督・コーチを優先に配宿いたします。部屋割りは選手・引率別などを考慮いたします。

　＊宿泊タイプにより複数のホテルがあります。ホテルを指定してお申込みはいただけません。

　＊開催日程の延長によって、宿泊日数が増えることにより、試合結果によっては取消料負担が大きくなる可能性が

　 　考えられます。申込いただく皆さまのリスクを軽減するため、以下の方法で配宿をさせていただきます。

　　　（２ページを参照下さい）

　＊雨天順延等の理由で延泊しなければいけない場合は、状況にあわせて対応させて

　　いただきます。
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★配宿通知時に決定宿舎名を事前にお伝えします。

Ｂ

Ｃ

　■お客様のご都合により予約の変更・取消をする場合は、下記の取消料を申し受けます。

９,８００円

Ｃ
高砂温泉
ファミリーホテルオノデラ

Ｂ スマイルホテル旭川
生徒・先生

同額 Ｂ-１ ８,３００円 Ｂ-２

旭川トーヨーホテル/ワイズホテル旭川駅前
ホテルウィングインターナショナル旭川駅前 Ａ-１ Ａ-２

　■３０日から１日までの宿泊の申込みは、下記記号からご選択下さい。

②宿泊料金のご案内

　■下記料金は、１泊あたり、サービス料・税込となります。

宿泊
タイプ

設定ホテル
詳細は上表をご確認下さい。

お部屋
タイプ

１泊朝食 １泊２食

記号 宿泊料金 記号

【市内中心部】
　スマイルホテル旭川

先生１名利用

生徒２～３名

生徒２～３名

×
なし

○
３台

３.１km ６.２km
１１分 １９分

【設定ホテルと料金】１ページ目の留意事項を必ずご確認いただきますよう、お願いいたします。

３.０km ６.１km
１１分 １７分

５.９km
１１分 １６分

先生１名利用

生徒１～２名
○ ○

6：30～

○

×
なし

○
４台

３.１km

先生１名利用

２.３km ６.９km
７分

○ ○
6：30～

１８分

【市内中心部】
　ﾎﾃﾙｳｨﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ旭川駅前

○
6：30～

△
先生のみ可

○
４台

【市内中心部】
　旭川トーヨーホテル ○ ○

6：30～

×
なし

宿泊
タイプ

宿泊施設名 部屋タイプ 大浴場
コイン
ﾗﾝﾄﾞﾘｰ

○
３台

先生１名利用

生徒２～３名

Ａ 【市内中心部】
　ワイズホテル旭川駅前

夕食

食事対応

朝食

アクセス ※１

花咲ｽﾎﾟｰﾂ
公園

東光ｽﾎﾟｰﾂ
公園

◎新型コロナウィルス感染症防止の観点から、「１室あたり３名まで」と「１名様あたり２.５畳以上を確保」を

　 確約した配宿とさせていただきます。

①設定ホテルのご案内

○
7：00～

○
無料

○
４台

６.３km １０.７km
１７分 ２０分○

先生１名利用

生徒２～３名

【旭川市内】
　高砂温泉

生徒・先生
同額 Ｃ-１ ７,３００円 Ｃ-２ ８,８００円

【旭川市内】
　ファミリーホテルオノデラ

前日から起算してさかのぼって 旅行開始後
無連絡不参加８日前まで ７日～２日前

４分 １９分

宿泊日前日 宿泊日当日

１０,８００円

無料 ２０％ ５０％ １００％ １００％

③取消料のご案内

　　（宿泊日の前日から起算します）

取消日

先生１名利用

生徒２～３名

宿泊料金

Ａ

　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に返金いたします。

宿泊取消料

上記取消料は以下の場合に必要です。

①「試合結果にかかわらず、２日・３日の宿泊は利用します」と回答をいただいていた場合

　　→大会３日目（８/２）までにかかわらず、取消を申し出た日によって取消料を申し受けます。

　　　（例）５泊申込をいただき、８/１に試合に敗退して取消をされた場合

　　　　　　１日宿泊分：１００％・２日宿泊分：５０％・３～４日の宿泊分：２０％ が必要になります。

②「大会３日目（２日）までに敗退した場合は、２日・３日の宿泊を取り消して帰ります」と回答をいただいていた場合

　　→８/２より前に敗退して、８/１宿泊分を取消する場合は所定の取消料を申し受けます。

　　→８/２の試合を勝って、大会４日目（３日）に進出したが、準決勝で敗退して３日の宿泊を取消する場合は

　　　所定の取消料（当日は１００％）を申し受けます。

　　→試合結果に関わらず、減員が発生した場合は申出日によって取消料を申し受けます。

７/３０～８/１

生徒・先生
同額 ９,３００円

○ ○
6：30～

×
なし

※１ 宿舎から大会会場までの所要時間は車で移動した場合のものです。（交通状況により変わる場合があります）

○
２台

１.４km ７.１km
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　　 確認した上で金額を提示いたします。ご相談下さい。

　※弊社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社のホームページにてご確認下さい。

お申込み・支払方法等は
次ページをご確認ください。

【市内中心部】
　旭川トーヨーホテル

　■下記料金は、１泊あたり、サービス料・税込となります。（料金は３０～１日と同額になっています）

１泊朝食宿泊
タイプ 宿泊料金 宿泊料金

設定ホテル

２．昼食弁当のご案内　　大会参加者の弁当は、名鉄観光サービス㈱旭川支店が企画・実施する「手配旅行」となります。

　■取扱設定日：令和３年７月３１日（土）・８月１日（日）・２日（月）・３日（火）・４日（水）　５日間

　■内容・料金 ：一食あたり ８５０円税込（日替り弁当・お茶付き）

３．交通機関のご案内

　※各地～旭川または滞在中の貸切バスを手配することが可能です。スケジュールや利用内容・バスの拘束時間を

　【昼食弁当に関する留意事項】

　＊受け渡し場所は当日競技会場の弁当引換所にて指定時間内にお渡しいたします。（１０:３０～１３:００予定）

　＊当日の販売はいたしません。事前にお申込みが必要です。

　＊大会会場周辺に食事場所が少ないため、昼食弁当のお申込みをお勧めいたします。

４．個人情報の取扱いについて

生徒・先生
同額

　開催地・旭川市までの輸送は取り扱っていません。各学校（または団体）にてお手配下さい。

　＊夏場に開催される屋外競技であるため、衛生上、弁当お受け取り後はお早めにお召し上がり下さい。

　＊空き箱は回収いたします。１４時までに受け渡し場所にお戻し下さい。

　＊アレルギーをお持ちの方は、お早めにお問合せ下さい。代替食を検討いたしますが、お受けできない場合があります。

Ｄ 旭川トーヨーホテル ９,３００円 Ｄ-２ １０,８００円

②宿泊料金のご案内

Ｄ-１

変更・取消により生じた差額は、大会終了後振込にて
ご指定の口座に返金いたします。

【設定ホテルと料金】設定ホテルの詳細は前ページ①のご案内をご参照下さい。

　運送・宿泊機関の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただき、必要な範囲内で当該機関等に提供いたします。

　当社は申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行における

　　http://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml　　　

①設定ホテルのご案内 ★大会３日目（２日）の試合終了後に決定宿舎名をお伝えします。

宿泊
タイプ

　■２日・３日の宿泊の申込みは、下記記号からご選択下さい。

③取消料のご案内

【旭川市内】
　高砂温泉

【旭川市内】
　ファミリーホテルオノデラ

　■事前に試合結果によって宿泊を取消するとご回答をいただいた学校は、２日宿泊分の取消料を免除します。

　　　（必ず宿泊すると回答をいただいた学校は免除の対象になりません。前ページ③の取消料を申し受けます）

①昼食弁当の設定と料金のご案内

②取消料のご案内

Ｄ Ｅ

宿泊施設名
宿泊
タイプ

宿泊施設名

Ｅ
高砂温泉
ファミリーホテルオノデラ

１泊２食

生徒・先生
同額 Ｅ-１ Ｅ-２ ８,８００円７,３００円

記号 記号
お部屋
タイプ

弁当取消料 無料 １００％ １００％

　■お客様のご都合により予約の変更・取消をする場合は、下記の取消料を申し受けます。（利用日の前日から起算します）

取消日
利用日前日 旅行開始後

無連絡不参加１４時まで １４時以降

２日に負け帰りする場合の取消料を免除するため、宿泊施設を限定してご案内しています。あらかじめご了承下さい。

８/２・8/３
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　　①『大会宿泊・弁当申込専用ＵＲＬ』よりＷＥＢ上にてお申込

　　　専用の申込システムによりお申込みいただけます。下記ＵＲＬまたはＱＲコードよりアクセスしてお申込み下さい。

　　　（変更や追加、取消の場合は、申込締切日まではＷＥＢ上でご自身で操作が可能です。）

専用ＷＥＢページ http://www.mwt-mice.com/events/baseball_hokkaido2021

　　　 万一敗退して取消をした場合は、大会終了後に差額を振込にて返金いたします。

今回の申込方法～配宿～支払までの流れについて

　■お申込方法：下記の方法にてお申込み下さい。

５．お申込・支払方法について　

　■お申込締切：令和３年７月１６日(金)１２時までとします。

　　②ＦＡＸまたはe-mailによるお申込

　　　別紙申込書（上記ＷＥＢよりダウンロード）に必要事項をご記入またはご入力の上、お申込下さい。

７．その他ご旅行条件（要約）

③お支払い

＊領収証が必要な場合は②で同封する「発行依頼書」にてご依頼下さい。

④期間中・ ＊２日朝チェックアウトを一度していただき、２日・３日の宿泊先は当日試合終了後にお伝えいたします。

　 終了後

　　＊取消料は宿泊については２ページ、弁当については３ページをご参照下さい。

　■変更・取消方法：下記の方法にてお願いします。（お電話での変更・取消はお受けいたしません。）

申込締切日前 ＷＥＢ上にてご自身で操作を行って下さい。

申込締切日後 ＷＥＢから「変更・取消・追加 連絡書」をダウンロードしてＦＡＸまたはメールにて送信して下さい。

　　　　　　　　　　変更が生じた場合は同条に定めるところによる変更補償金をお支払いいたします。

　●基準日　／この旅行代金は令和３年４月１日現在の運賃･料金を基準としております。

　当社旅行業約款募集型企画旅行の部については、当社のホームページでご確認下さい。http://www.mwt.co.jp/info/yakkan1.shtml

　この旅行は名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）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、当社と募集型

　企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。旅行内容の内容･条件は、当要項、出発前にお渡しする「最終

　ご案内」及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。

　●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って身体または手荷物の上に被った一定の損害に

　　　　　　　　　　ついて、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。

　●旅程保証／当社は当要項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条別表左欄）に掲げる重要な

　■お客様のご都合により予約の変更・取消をする場合は、所定の取消料を申し受けます。
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＊３０～１日宿泊分は決定宿舎名を回答します。２日・３日宿泊分は宿泊される場合のクラスのみ回答します。

＊宿泊確認書等をお送りいたします。確認書に支払金額・振込口座が記載されています。

 名鉄観光サービス㈱旭川支店　「第７２回北海道中学校軟式野球大会」係

　■お支払方法：予約確認書等を送付します。確認書に記載した金額を期日までに指定口座へお振込みを

　　　お願いいたします。（振込手数料はお客様負担となります。ご了承下さい。）

　　【お申込に関する留意事項】

　　＊お電話でのお申込は行き違いを避けるため、一切お受けできません。上記の方法でお申込み下さい。

　　＊２日と３日の宿泊お申込みいただいている学校は、３日までの利用する最大額の宿泊代を一度お支払い下さい。

①申込

６．変更・取消について

承認：AZ08-2104

７/２８まで

＊３日までの宿泊分を含めた利用される最大額を期日までにお振込みいただきます。

  担当：曽川　嘉之　・　畑　宏幸

  〒０７０-００３４　旭川市４条通８丁目１７０３-１２　日本生命旭川四条通ビル５階

 ＴＥＬ：０１６６-２３-４７１１／ＦＡＸ：０１６６-２５-４５８４

＊万一敗退して２日・３日の宿泊を取消された場合は、大会終了後に返金いたします。

７/１６まで

＊宿泊申込は、３０～１日宿泊分はＡ～Ｃ、２日・３日宿泊分はＤ～Ｅから選択いただきます。

＊２日以降の宿泊についての質問事項にも必ずご回答下さい。（敗退の場合の宿泊について）

②配宿決定

  Ｅ-ＭＡＩＬ： 72yakyu-hokkaido@mwt.co.jp

　営業時間：平日（月～金）９時３０分～１７時００分　土・日・祝日は休業

　■お申込・問合せ先

　　＊宿泊決定通知のご案内は、申込責任者様宛に７月１６日（金）１７時までに回答いたします。
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http://www.mwt-mice.com/events/baseball_hokkaido2021
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