
拝啓　皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　標記大会が帯広市におきまして盛大に開催されますことを、心からお祝い申し上げます。

　さて、この度 大会事務局様のご指導の元に、大会ご参加者の皆様の便宜をお図りするため、大会期間中の宿泊・弁当

　のお手伝いをさせていただくことになりました。

　つきましては、以下の取扱要領に基づき受付をさせていただきますので、ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

　　2019年6月17日（月）・18日（火）・19日（水）・20日（木）の4泊分
　　　但し、災害等特別な理由が生じた場合は別途考慮します。

　　大会参加される皆様に、帯広市内または近郊での宿泊施設をご案内させていただきます。

　　注意事項等ご参考の上、お申込みください。

■宿泊取扱日　6月17日(月)～6月20日（木）

■添乗員は同行いたしません　■最少催行人員　1名

(1)大会参加者の宿泊は、株式会社近畿日本ツーリスト北海道帯広支店が企画する募集型企画旅行です。

(2)宿泊料金には、消費税・サービス料・朝食・夕食付（夕食設定ができない施設もございます）が含まれております。

　 ※入力がない場合は、2食付きとなります。（ただし夕食設定がない施設を除く））

(3)お申込みは、各宿泊施設毎ではなく、申込記号で受付いたします。申込区分(食事条件注意)でご選択ください。なお、宿泊施設の指定は

　　できませんのでご了承ください。（各施設在庫に限りがございますのでご了承ください）

(4)申込書に、第1希望～第3希望までの申込記号を選択し入力ください。

　　なお、第1希望～第3希望までの申込記号は必ず異なる区分にて入力ください。（入力がない場合は当社一任とさせていただきます）

(5)ご希望ランクのホテルが満室等で手配できない場合、弊社にて調整の上、上記ホテルのいずれか、もしくは上記ホテル以外での

　　ご回答となる場合がございます。また、部屋割りは当社一任とさせていただきます。

(6)申込状況によっては、ご希望とは異なる部屋タイプになる場合もございます。

(7)申込定員に達した場合、お引き受けできない場合がございます。

(8)各ホテルの駐車場の手配、設備等の予約は弊社では行いません。駐車または使用料金と併せて直接ご確認ください。

(9)申込受付は選手・監督・引率を優先させていただきます。ご理解の程、宜しくお願いいたします。

(10)禁煙、喫煙部屋の指定はできません。

シングル・ツイン・和室

ホテル大平原 十勝川温泉 9,500円 和室
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帯広駅徒歩15分 シングル・ツイン・トリプル・和室

帯広駅徒歩20分 シングル・和室

7,500円 6,000円

ホテル宮崎

帯広駅徒歩20分 シングル・トリプル・和室

シングル・和室

9,500円

14,500円

帯広駅徒歩15分

帯広駅徒歩10分

会場まで車で1時間強

帯広駅前

会場まで車で20分

十勝川温泉

9,500円 8,000円

シングル・ツイン・トリプル・和室

シングル・ツイン・トリプル

幕別温泉グランヴィリオ

11,500円 シングル・ツイン・トリプル

ホテルグランテラス帯広

ふく井ホテル 帯広駅前 シングル・ツイン・和室

ホテル日航ノースランド帯広

帯広駅前

シングル・ツイン

シングル・和室

帯広駅前

帯広駅前

帯広駅前

帯広駅前

帯広駅前

シングル・ツイン・トリプル

シングル・ツイン

設定なし 9,500円

9,500円 8,000円

宿泊・弁当のご案内

株式会社近畿日本ツーリスト北海道

帯広支店

支店長  米田　慶司

第72回北海道高等学校陸上競技選手権大会
兼 秩父宮杯第72回全国高等学校陸上競技対抗選手権北海道予選会

取扱(適用)期間

宿泊について

宿泊施設名 アクセス
宿泊料金

（1泊2食付・税込）
宿泊料金

（1泊朝食付・税込）

■会場…帯広の森陸上競技場

申込
記号 部屋タイプなど

シングル・ツイン

7,500円 6,500円 シングル・ツイン

8,000円 7,000円 シングル・ツイン・和室

設定なし 7,000円 ツイン

9,500円

シングル・ツイン

設定なし 11,500円 シングル・ツイン

6,500円 シングル・ツイン・トリプル・和室

9,000円 7,500円 シングル・和室

8,000円

9,500円 8,000円

15,000円

11,000円 9,000円

B-1
（2食付）

B-2
（朝食付）

A-1
（2食付）

A-2
（朝食付）

帯広駅前

十勝川温泉

北海道ホテル

ホテルやまこ

糠平観光ホテル

十勝イン

コンフォートホテル帯広

ドーミーイン帯広

ホテル鳳乃舞

十勝川国際ホテル筒井

ホテルルートイン帯広駅前

帯広駅前

会場まで車で25分

11,500円

設定なし 8,000円

帯広グランドホテル

アパホテル<帯広駅前>

プレミアムホテルCABIN帯広 設定なし

7,500円 6,000円

8,000円6/17のみ 夕食設定なし

C-1
（2食付）

C-2
（朝食付）

D-1
（2食付）

D-2
（朝食付）

10,500円 8,500円

設定なし 6,000円

8,500円

帯広駅前

7,500円 6,500円



(11)申込に関しては、先着順にて受付いたします。確保数に限りがございます。満室になり次第締め切りとさせていただきます。

(12)大会会場までのアクセスなどは各自でご確認ください。また、会場などへの送迎バスもございません。

(13)朝食時間は各ホテルによって異なります。各自でご確認くださいませ。

(14)事前のチェックインや荷物置き場、コインランドリー等は直接ホテルにご確認ください。

(15)他大会との日程が重なっており、市内及び周辺も含め大変込み合っております。部屋割り等調整いただく可能性もございます。

皆様の便宜を図るため、昼食弁当の事前注文を承ります。会場周辺には食事施設が少ないので、是非お申込みください。

（弁当の当日販売は行いません）

日　程：6月18日(火)～21日(金)の4日間

弁当代：1食　800円税込（お茶付）

※弁当は毎日違うものをご用意いたします。

※当日、大会会場（帯広の森陸上競技場）弁当引渡所にてお渡しいたします。

※食べ終わった弁当容器は、必ず指定場所にお持ちください。

※アレルギーの特別対応はできかねます。

・「北海道高等学校体育連盟陸上競技専門部」のホームページより、「宿泊・弁当申込書（エクセルシート）」をダウンロードし、

・必要事項を入力した上で、各自、Ｅメールにて送信ください。

  E-mail : obihiro@or.knt-h.co.jp
・なお、送信時のタイトル（件名）は以下としてください。

　Ｅメールタイトル（件名）：【全道陸上大会（〇〇〇〇高校陸上部）】

　お電話でのお申込み、追加、変更、取消はお受けできませんので、ご了承ください。

　追加、変更、取消があった場合、申込書の隣のシートにある【追加・変更・取消】シートを当社あてにメールで送信ください。

　その場合、件名は【追加または変更または取消（〇〇〇〇高校陸上部）】としてください。

　メール環境が整わない場合など、お申込みに際し、不都合が生じる場合は当社へご連絡くださいませ。

※申込締切後の受付は原則できません。

※申込、調整後、代表者様（申込者）に「予約回答・請求書」を申込締切後、メールにてご連絡いたします。
※「予約回答・請求書」にて宿泊施設を回答させていただきます。（ＦＡＸまたは郵送での回答となる場合もございます）

「予約回答書」および「請求書」を確認後、銀行振込にてお支払いください。（なお、振込手数料はお客様

ご自身で負担願います）なお、お振込み期限は6月14日(金)までとなります。

【振込先】 取扱金融支店 北海道銀行 支店名 帯広支店

口座番号 口座名 カ）キンキニッポンツーリストホッカイドウ

株式会社近畿日本ツーリスト北海道

変更・取消につきましては、弊社営業時間内にＦＡＸにてご連絡ください。

なお、営業時間外での変更・取消連絡は、翌営業日扱いでの対応となります。Ｅメールの場合も同様です。
[ 宿　泊 ]

[ 弁　当 ]

【旅行企画・実施】

総合旅行業務取扱管理者：岸田　好功

　　観光庁長官登録旅行業第1885号　　（一社）日本旅行業協会会員　　ボンド保証会員　　旅行業公正取引協議会会員

〒080-0013
帯広市西3条南10丁目32　日本生命帯広駅前ビル1階

営業時間：9:30～17:30　休業日：土・日・祝祭日

お問い合わせ先

株式会社近畿日本ツーリスト北海道 帯広支店
「全道高校陸上大会」係

E-mail:obihiro@or.knt-h.co.jp
TEL：0155-25-6875　FAX：0155-25-2815

2日前まで 前日 当日

無　料 50% 100%

15名～30名様 無　料 20%

支払方法

50% 100%

30名様以上 10% 30% 50% 100%

当日 不泊

1名～14名様 無　料 20% 50% 100%

取消料について

8～20日前 7日前 6日前

３８１４－１９－０５－０５

5日前 4日前 3日前 2日前 前日

（普通）0179239

弁当のご案内

申込方法について

申込締切日：2019年5月29日(水)まで



　個人情報の取扱いについて

　　　当社は、お申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の

　　　手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。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。

■募集型企画旅行契約

この旅行は株式会社近畿日本ツーリスト北海道（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加され

るお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。

■旅行のお申込及び契約の成立について

指定の申込書にご記入いただき、所定の手続きにてお申込ください。

旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金または旅行代金を受領した時に成立するものとします。

■旅行代金に含まれるもの

ご案内に明示した宿泊費、食事代、企画料金及び消費税等諸税。

■個人情報の取扱について

当社は、旅行申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させて

いただくほか、必要な範囲内において当該機関などに提供いたします。

当社の個人情報の取扱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ください。

(http://www.knt.co.jp)

■旅行サービスについて

お客様に旅行サービスの提供を受ける為の書面（予約券・引換証など）をお送りいたしますので、旅行サービスの提供を受けるため

の手続きは、お客様ご自身で行ってください。

■基準期日

この旅行条件は令和元年5月1日現在を基準としています。

〒080-0013

帯広市西３条南１０丁目32

日本生命帯広駅前ビル1階

営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関    株式会社近畿日本ツーリスト北海道

し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく 帯広支店

以下の取扱管理者にお尋ねください。

総合旅行業務取扱管理者：岸田　好功

また旅行条件は下記によるほか、出発前にお渡しする確定書面、及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。

　 観光庁長官登録旅行業第1885号

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う 一般社団法人日本旅行業協会正会員


