
令和３年度九州中学校体育大会
第49回九州中学校水泳競技大会 宿泊・弁当申込要項

令和３年度九州中学校体育大会の宿泊及び昼食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)宿泊、弁当等の取り扱いにつきましては、令和３年度九州中学校水泳競技大会実行委員会（以下「実行委
員会」という）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、令和３年度九州中学校水泳競技大会に参加する
選手・引率・監督・コーチ等と保護者・応援者等すべての大会関係者とします。

(３)大会参加者のうち、選手・引率・監督・コーチ等は指定宿泊とし、保護者・応援者等は斡旋宿泊とします。
なお、指定したホテルの変更は原則としてできません。

(４)ご旅行の取扱いは、宮崎県中学校体育連盟が指定した「東武トップツアーズ㈱宮崎支店」（以下「宿泊セ
ンター」という）が担当します。必ず宿泊センターを通じてお申し込み等を行ってください。

１．基本方針

宿泊・昼食弁当の手配については、東武トップツアーズ㈱宮崎支店（以下、「当支店」という）がお取扱いさせていただきます。
宿泊のお取扱いは東武トップツアーズ株式会社の「募集型企画旅行」です。別紙の旅行条件書を事前にご確認のうえ、お申込み
ください。

２．取扱（適用）期間

令和３年８月３日（火）～６日（金）４泊（大会前日泊と閉会後の宿泊を含みます。）
ただし、災害等特別な事由が生じた場合は、別途考慮いたします。

３．宿泊について 最少催行人員１名、添乗員は同行しません

(１)ご旅行代金（宿泊代金）について

該当者 宿泊ランク 食事条件 申込記号 ご旅行代金

選手・監督
コーチ・引率教員

競技役員

Ａ
１泊朝食付 Ａ１ ７,５００円

１泊２食付 Ａ２ ９,０００円

Ｂ
１泊朝食付 Ｂ１ ６,５００円

１泊２食付 Ｂ２ ８,０００円

保護者・応援者
応援中学生

Ａ
１泊朝食付 Ａ１ ７,５００円

１泊２食付 Ａ２ ９,０００円

Ｂ
１泊朝食付 Ｂ１ ６,５００円

１泊２食付 Ｂ２ ８,０００円

応援子ども
（小学生）

Ａ
１泊朝食付 Ａ１ ６,５００円

１泊２食付 Ａ２ ８,０００円

Ｂ
１泊朝食付 Ｂ１ ５,５００円

１泊２食付 Ｂ２ ７,０００円

(２)宿泊条件について

① 使用する部屋タイプについて、ホテルタイプはツイン・トリプル（エキストラベッド対応含む）、和室は

定員利用になります。

② 上記の旅行代金は、１泊朝食付または１泊２食付の税金・サービス料を含むお一人様の代金です。

③ 未就学児につきましては、「宿泊センター」にお問い合わせください。
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(１)宿泊については、申込泊数分が１つの募集型企画旅行になります。契約成立後に解除される場合は合計宿泊

代金に対し、上記の取消料を申し受けます。なお、ご宿泊当日の１２時までに取消の連絡がない場合は、無

連絡不泊として取扱い、１００％の取消料を申し受けます。

４．弁当について

④ 宿泊施設を指定してのお申込みは受付できません。各希望のランク（Ａ・Ｂ）にてお申し込みください。

但し、希望ランクが満室になった場合は別のランクにて手配となりますので、ご了承ください。

⑤ 禁煙ルームは選手の方へ優先的に案内させていただきますが、空室状況により喫煙ルームの消臭対応と

なる場合がございます。予めご了承ください。

⑥ 駐車場については、各宿泊施設へ直接お問い合わせいただき、支払いをお済ませください。

(３)早着・遅着の取扱いについて

チェックインは１５時以降、チェックアウトは午前１０時までとします。それ以前、以降の場合は追加料金

が発生する場合がございます。

(４)欠食控除の取扱い

朝食の欠食はできません。また申込以降の夕食欠食は出来かねます。

(５)配宿について

① 配宿は大会本部と協議のうえ行います。各宿泊区分及び宿泊施設の収容人員が満員に達した場合、止む

を得ず希望外または利用宿泊施設以外での配宿でご提案することがあります。

② 配宿は選手、監督、コーチ、引率教員を最優先いたします。また応援中学生、保護者、一般応援につき

ましては、可能な限り選手等と同じ宿泊施設に配宿いたしますが、収容人員が満員に達した場合、他の

宿泊施設をご案内することがあります。

５．変更・取消しについて

取 消 日 取消料

宿 泊

旅行開始日前日から起算して４日目にあたる日までの解除 無料

旅行開始日前日から起算して３日目にあたる日から２日目にあたる日までの解除 旅行代金の20％

旅行開始日前日の解除 旅行代金の40％

旅行開始日当日 旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

お弁当
弁当受取日の前日１６時までの解除 無料

弁当受取日の前日１６時以降の解除 弁当代金の100％

(１)令和３年８月４日（水）～６日（金）の間、１食７００円（お茶付き・税込）でご希望により手配します。

なお、ご予約以外の当日販売は行いませんので、ご了承ください。

(２)弁当の引き換えは、競技会場指定弁当引換所にて学校毎に、11:00～13:00の間で行います。

(３)弁当は受け取り後、１時間以内に必ずお召し上がりください。

(４)弁当の空き容器は14:30までに、引換所にお持ちください。

(５)競技会場周辺は飲食施設が限られておりますので、お弁当のご予約をお勧めいたします。

(６)食中毒防止のため、受け取りに来られない弁当につきましては14:00をもって廃棄させていただきます。

(７)旅行契約には該当いたしません。取消料規定が宿泊プランと異なりますので、ご注意ください。

変更・取消の受付は弊社宿泊センター営業時間内となります。それ以降は翌営業日の受付となりますのでご注
意ください。
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(３)宿泊決定通知

令和３年７月３０日（金）までに、メールまたはＦＡＸにて送信させていただきます。

(４)お支払いについて

宿泊決定通知と一緒に送信した請求書をご確認いただき、令和３年７月３０日（金）までに、弊社指定口

座へお振込みください。振込手数料は、お客様ご負担にてお願い申し上げます。

※大会期間中に現金での受け渡しは行いません。

(５)返金について

振込後、変更・取消しなどにより返金が生じた場合、大会終了後にお客様ご指定の口座へ振り込みます。

(６)領収証について

領収証の必要な方は、宿泊決定通知と一緒に送信した「領収書発行について」に必要事項をご記入いただ

き、ＦＡＸにて送信ください。

大会終了後、領収証を郵送させていただきます。

※お願い

上記のとおり、県大会終了から本大会申込、お支払いまでの期間が短く、皆様には大変ご迷惑をおかけいた

します。何卒ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

６．お申込み・お支払方法についてのご案内

※間違い防止のため、電話での受付はいたしませので、ご了承ください。

(２)お申込み締切日

令和３年７月２９日（木） １７時

※大会の終了していない県については、別途対応いたします。

(１)お申込み方法

本大会の出場が決定次第、所定の申込用紙に必要事項をご記入いただき、メールまたはＦＡＸにてお申し

込みください。

〈申込メール〉kyushu‐swim@tobutoptours.co.jp
〈申込ＦＡＸ〉０９８５－２９－３０１０

(２)宿泊人員の変更について

送信いただいた申込書に変更事項を明記いただき、「宿泊センター」宛ＦＡＸください。

間違い防止のため、電話での受付は行いません。ご了承ください。

(３)弁当の追加、変更について

前日１６時までに、「宿泊センター」までご連絡ください。ご連絡がない場合は、当初の申込個数でお渡し

します。

(４)災害（地震・津波・台風）に伴う宿泊及び弁当の取消しは、当日の１１時までにご連絡いただければ、取

消料を免除いたします。

(５)大会当日の競技結果に伴う取消しについては、取消料の免除がございませんので、ご了承ください。
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７．宿泊施設について

NO ホテル名・住所・TEL 食事条件 部屋タイプ 朝食開始可能時間 会場までの所要時間

Ａ

①
ホテルマリックス（本部宿舎）
宮崎市千草町15-8  TEL0985-28-6161

１泊２食付 洋 室 6:00～ 車で約２５分

②
ホテルメリージュ
宮崎市橘通東3-1-11 TEL0985-26-6666

１泊２食付 洋 室 6:00～ 車で約２５分

③
ニューウエルシティ宮崎
宮崎市宮崎駅東1-2-8 TEL0985-23-3311

１泊２食付 和室・洋室 7:00～ 車で約２５分

④
ホテルルートイン宮崎橘通
宮崎市橘通西4-1-27  TEL0985-61-1488

１泊朝食付 洋 室 6:45～ 車で約２５分

⑤
アリストンホテル宮崎
宮崎市橘通西3-1-1   TEL0985-23-1333

１泊朝食付 洋 室 6:30～ 車で約２５分

⑥
レガロホテル宮崎
宮崎市橘通東2-9-18  TEL0985-31-6300

１泊朝食付 洋 室 6:30～ 車で約２５分

⑦
ルートイングランティアあおしま太陽閣
宮崎市青島西1-16-2 TEL0985-65-1531

１泊２食付 和室・洋室 6:45～ 車で約１０分

Ｂ

⑧
エアラインホテル
宮崎市橘通西3-10-19 TEL0985-29-7070

１泊朝食付 洋 室 6:30～ 車で約２５分

⑨
青島グランドホテル
宮崎市青島1-16-64 TEL0985-65-0111

１泊２食付 和 室 6:30～ 車で約１０分

※ホテルルートイン宮崎橘通、レガロホテル宮崎、ホテルルートイングランティアあおしま太陽閣の朝食は、施設による
無料サービスです。

個人情報の取り扱いについて

当社は、お申し込みの際に提出された申込書等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

の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。

上記以外の目的で本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。

お申込み：問合せ先
【旅行企画・実施】 宮崎支店

観光庁長官登録旅行業第38号
（一社） 日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員

〒880-0805 宮崎市橘通東３－１－４７ 宮崎プレジデントビル４階
ＴＥＬ 0985-25-6111 ＦＡＸ 0985-29-3010
営業時間：平日 ９：３０～１７：３０ 休日：土・日・祝日
【担当者】 橘 隆一
総合旅行業務取扱管理者 久保山 洋一

〈承認番号 客国２１－１７２〉

ランク
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NO ホテル名 住 所 電話番号

① ホテルマリックス 宮崎市千草町15-8 0985-28-6161

② ホテルメリージュ 宮崎市橘通東3-1-11 0985-26-6666

③ ニューウエルシティ宮崎 宮崎市宮崎駅東1-2-8 0985-23-3311

④ ホテルルートイン宮崎橘通 宮崎市橘通西4-1-27 0985-61-1488

⑤ アリストンホテル宮崎 宮崎市橘通西3-1-1 0985-23-1333

⑥ レガロホテル宮崎 宮崎市橘通東2-9-18 0985-31-6300

⑦ ルートイングランティアあおしま太陽閣 宮崎市青島西1-16-2 0985-65-1531

⑧ エアラインホテル 宮崎市橘通西3-10-19 0985-29-7070

⑨ 青島グランドホテル 宮崎市青島1-16-64 0985-65-0111
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(２)お弁当の受け渡しについて

弊社係員は、マスク、フェイスシールド及び手袋を着用します。
弁当の受け渡しは、団体ごとに代表者様にまとめてお渡しします。
その際、代表者様は必ず事前 に送付する弁当予約票を提示してください。
受け取りに来られた方は、受付に設置してある除菌剤で消毒をお願いいたします。
また、「密」にならないようにご協力をお願いいたします。
弁当の受け渡し時に、弁当ガラ回収用のビニール袋を必要数お渡しします。
弁当ガラの回収は、指定された時間までに、代表者がまとめて指定場所に届けてください。
ビニール袋は、密閉した状態で弊社係員にお渡しください。

新型コロナウイルス感染防止対策について
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(１)宿泊施設について

各宿泊施設の感染症対策に関するガイドラインに従った利用が出来るように事前に依頼し、実施を励行して
頂きます。(空調装置・窓やドア開放による換気、施設・客室・お客様が触れる機会の多い部分等の定期的
な消毒、手洗い・消毒設備の設置、利用者への注意喚起、従業員の指導・管理徹底等)

館内の設備・売店等を利用するに当り、事前に可能な範囲で「密」を避け、感染を排除する工夫を徹底して
頂きます。（場合により、時間差をつけた交代制での食事提供、定員を削減した入浴施設の利用等のスケ
ジュール調整・検討等を含みます）

和室利用については、通常定員利用（２畳に１名）の部屋割を行っていますが、今大会では、定員より１名
減で利用いただきます。

洋室利用については、通常通りシングル１名、ツイン２名、トリプル３名の定員利用となります。
また、コロナ禍でシングル希望が多くなることが想定されます。弊社では、ご要望にお応えできるように、
努めてまいりますが、感染対策として受入人数に制限を設けている宿泊施設もあることから、全てのご要望
に応えることは困難な状況です。
可能な限り「密」を回避するよう最大限の配慮をいたしますので、予めご了承のほどお願いいたします。

弊社では、新型コロナウイルス感染防止対策として、「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラ

イン」に基づいて、下記のとおり配宿およびお弁当の受け渡しを行います。参加されます皆様にもご理解、ご

協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。


