
　【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。

　　（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。

　　（応援される家族の宿泊は申込み状況により、選手と別のホテルでのご案内やチーム内の保護者で相部屋をお願いする

　　 場合があります。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。）

　　 （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。

　　また、状況によっては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・引率スタッフ（監督やコーチ）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。

　＊開催地であります帯広市周辺の宿泊施設数が限られており、事前に確保した客室数は限られています。

　　ご理解の上、お申込みいただきますよう、お願いします。

　＊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。あらかじめご了承下さい。

　■取扱設定日：令和４年１１月５日（土）・６日（日）　２日間

　■内容・料金 ：一食あたり ８５０円税込（日替り弁当・お茶付き）

　【昼食弁当に関する留意事項】

２．昼食弁当のご案内　　大会参加者の弁当は、旅行契約に該当しません。

　※各地～帯広市周辺まで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・バスの拘束時間を確認した上で金額を提示いたします。ご相談下さい。

　＊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、

　開催地・帯広市周辺までの輸送は取り扱っていません。各チームにてお手配下さい。

　   お受けできない場合があります。

　＊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。

設定ホテル・宿泊料金等は
次ページをご確認下さい。

３．交通機関のご案内

第３回U15バスケットボール選手権大会 北海道予選

宿泊・お弁当取扱要項

　■設定ホテルと宿泊代金は次ページをご確認下さい。

　■宿泊設定日：令和４年１１月４日（金）・５日（土）　２泊　（前後泊が必要な場合はお問合せ下さい。）

　■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㈱帯広支店が企画・実施する「募集型企画旅行」となります。

　　この度は、第３回Ｕ１５バスケットボール選手権大会 北海道予選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

　本大会の開催に伴い、参加チームの宿泊・お弁当の手配を「（一財）北海道バスケットボール協会」様の年間協賛会員であります

　名鉄観光サービス㈱帯広支店が協力をさせていただきます。

　　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。

　＊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。（１１:００～１３:００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。

　＊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。



１８分

２km

○ ○
６：３０～

○
２台

○

ホテルやまこ
ＪＲ帯広駅から徒歩４分 Ｃ

引率１名利用
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○
２台

○
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１６分 ６分

○
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○ ７km ３.５km
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６：１５～

○
４台

×

帯
広
駅
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【シングル確約ホテル】

ホテルルートイン帯広駅前
JR帯広駅から徒歩２分

Ａ
引率１名利用

ホテルグランテラス帯広
ＪＲ帯広駅から徒歩３分 Ｂ

引率１名利用

プレミアホテルCABIN帯広
ＪＲ帯広駅から徒歩３分 Ｂ

引率１名利用

天然温泉ふく井ホテル
ＪＲ帯広駅から徒歩２分 B

引率１名利用

選手１～２名

ホテルニューオビヒロ
ＪＲ帯広駅から徒歩３分 Ｃ

引率１名利用

地
区

宿泊料金

ホテルグランテラス帯広
プレミアホテル-ＣＡＢＩＮ-帯広
帯広天然温泉ふく井ホテル
リッチモンドホテル帯広駅前
ホテル大平原
笹井ホテル

※1 宿舎から競技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）

※お客様のご要望により受注型企画旅行契約に変更することが可能です。詳しくはお問合せ下さい。

　■下記料金は、１泊あたり、サービス料・税込となります。　※下線のホテルは１泊朝食のみ

宿泊
タイプ

設定ホテル
詳細は上表をご確認下さい。

十
勝
川
温
泉

帯
広
市
内

Ｂ Ｂ-１ 8,800円 Ｂ-２ 9,800円

Ｃ
ホテルニューオビヒロ
ホテルやまこ
天然温泉 ホテル光南
帯広グランドホテル

選手・引率同額 Ｃ-１ 7,800円 Ｃ-２ 8,800円

選手・引率同額

幕
別

【設定ホテルと料金】１ページ目の留意事項を必ずご確認下さい。

①設定ホテルのご案内 ★配宿通知時に決定宿舎名を事前にお伝えします。

★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。

Ａ
ホテル日航ノースランド帯広
十勝ガーデンズホテル
ホテルルートイン帯広駅前
十勝幕別温泉グランヴィリオホテル

Ａ-１ Ａ-２

②宿泊料金のご案内

お部屋
タイプ

１泊朝食

10,800円選手・引率同額

１８分

７.５km ２km １０km

６.９km ２km １０km

選手２～３名 １５分 ６分 １８分

十勝ガーデンズホテル
ＪＲ帯広駅から徒歩１分 Ａ

引率１名利用
○ ○

７：００～

○
３台

○ ７.５km

１８分

１０km
１８分

７km ２.５km １０km

１４km
2０分

２０km １０km １４km
３０分 １８分 20分

２０km ８km 20km

9,800円

１泊２食

記号 宿泊料金 記号

Ｂ
引率１名利用

○ ○
７：００～

選手２～３名 ３０分

宿泊施設名
宿泊
タイプ

部屋タイプ
食事対応 コイン

ﾗﾝﾄﾞﾘｰ
大浴場

アクセス ※１

夕食 朝食 帯広の森 よつ葉アリーナ ｻﾝﾄﾞｰﾑおとふけ

ホテル日航ノースランド
ＪＲ帯広駅から徒歩1分 Ａ

引率１名利用
○ ○

６：３０～
〇
３台

×

２km １０km

選手２～３名 １６分 ６分 １８分

〇 ○
６：３０～

○
２台

× ７.５km ２km １０km

選手１名確約 １６分 ６分 １８分

○ ○
６：３０～

○
２台

○ ７.５km ２km １０km

選手２～３名 １６分 ６分 １８分

１０km

選手１～３名 １６分 ６分 １８分

リッチモンドホテル帯広駅前
ＪＲ帯広駅から徒歩１分 Ｂ

引率１名利用
× ○

６：３０～

○
３台

× ７.５km ２km １０km

選手２～３名 １６分 ６分 １８分

○ ○
６：３０～

○
３台

○ ７.５km

７.５km ２km

選手２～３名 １６分 ６分

１５分 ７分

１１km

選手２～３名 １５分 １０分 ２５分

９km

選手１～３名 １７分 ２分 １７分

天然温泉ホテル光南
ＪＲ帯広駅から車で５分 Ｃ

引率１名利用
○ ○

６：３０～

帯広グランドホテル
ＪＲ帯広駅から車で５分 Ｃ

引率１名利用
○ ○

６：３０～

○
２台

× ９km ０.５km

３０分

ホテル大平原
ＪＲ帯広駅から車で２０分 Ｂ

引率１名利用
○ ○

７：００～

○
３台

○ ２０km １０km

選手２～３名 ３０分 １８分

笹井ホテル
ＪＲ帯広駅から車で２０分

○
２台

○
選手２～３名

幕別温泉グランヴィリオホテル
ＪＲ帯広駅から車で２０分 Ａ

引率１名利用
○ ○

６：３０～

○
２台

○



　　　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。）

　■お申込締切：令和４年１０月１１日(火)１５時までとします。（大会の申込締切と異なりますのでご注意下さい）

 名鉄観光サービス㈱帯広支店　「第３回Ｕ１５バスケットボール選手権大会」係

　担当：鎌田浩之、土山直樹、今野美里

  〒080-0013　帯広市西3条南12丁目6　ブランＪＲ帯広

　FAX（0155）21-5010　TEL（0155）25-0471

  Ｅ-ＭＡＩＬ： basketball-hokkaido@mwt.co.jp

  営業時間：平日（月～金）９時３０分～１７時　土・日・祝日は休業
承認：AZ18-2209

　　＊９月12日（月）より申込受付を開始します。（配宿は先着順ではありません）

　　　別紙申込書に必要事項をご記入またはご入力の上、お申込下さい。

　　【お申込に関する留意事項】

　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

６．変更・取消について

　　　「変更・取消・追加 連絡書」に必要事項を記載の上、ＦＡＸまたはメールにて送信して下さい。

　　　※申込書データの別シートに「変更・取消・追加 連絡書」データがあります。

４．お申込み・お問合せ先

　おける運送・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

７．個人情報の取扱いについて

　　　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 無料

弁当取消料 無料

　●基準日　／この旅行代金は2022年9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

　に提供いたします。

　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

８．その他ご旅行条件（要約）

　※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。

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

　　　　　　　　　　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。

８日前まで ７日～２日前

５．お申込・支払方法について　

　■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。（宿泊日の前日から起算します）

取消日

　■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。）

前日から起算してさかのぼって

無料

　■お申込方法：ＦＡＸまたはe-mailにてお申込下さい。

　　＊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。

　　＊宿泊決定通知のご案内は、申込責任者様宛に１０月１４日（木）１５時までに回答いたします。

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

２０％

宿泊（利用）日前日 宿泊（利用）
当日

旅行開始後
無連絡不参加１２時まで １２時以降

５０％ ５０％ １００％ １００％

無料 １００％ １００％ １００％

mailto:basketball-hokkaido@mwt.co.jp
http://www.mwt.co.jp/info/yakkan1.shtml
http://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml

