
第２７回ＪＯＣジュニアオリンピックカップハンドボール大会 

宿泊・弁当 要項 

【対象：選手、引率者（監督・コーチ）、乗務員】 

宿泊の取扱については、名鉄観光サービス（株）さいたま支店が旅行企画・実施する『募集型企画旅行』となります。 

拝啓 

皆様方におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

この度は「第２７回ＪＯＣジュニアオリンピックカップハンドボール大会」へのご出場誠におめでとうございます。

参加される皆様の便宜をお計りするため、宿泊の斡旋、弁当の手配を名鉄観光サービス株式会社にてお取扱いさせ

ていただきます。皆様にご満足していただき、本大会が盛大かつ有意義なものとなりますよう努めさせていただく

所存でございます。皆様のお申込を心よりお待ちしております。 

敬具 

１．基本方針 

この要項は、第 27 回ＪＯＣジュニアオリンピックカップハンドボール大会の宿泊および昼食の確保に万全を期する

事を目的とし、次のように定めます。 

（１）ＪＯＣジュニアオリンピックカップハンドボール大会事務局（以下「大会事務局」という）の宿泊・弁当基

本方針に従って実施します。 

（２）本大会参加者の宿泊場所は指定宿舎とします。指定外の宿泊施設の利用は原則として認められません。指定

宿舎以外の宿舎を利用の場合、緊急時の通達ができず、また必要書類の受け渡しが出来ないことが予想され

ます。なお、指定したホテルの変更は原則として認めません。変更によって生じた全ての紛議や損失は、任

意の宿舎を変更したものがその責任を負うことになります。 

（３）宿泊・弁当業に関しては、必ず大会事務局が指定した「名鉄観光サービス㈱さいたま支店」（以下「宿泊セ

ンター」という）を通じて申込みを行って下さい。 

（４）宿泊割当は、選手・監督・コーチを優先し、部屋割りは男女別や引率・選手別を考慮して行ないます。 

（５）ご希望された宿泊施設区分が満室の場合、他の区分の宿泊施設をご案内させていただきます。 

（６）この要項の適用対象者は、選手、引率者（監督・コーチ）、乗務員とします。 

（７）旅行条件は平成 30 年 9 月 1 日現在を基準とします。（別紙のご旅行条件書をご確認下さい。） 

（８）添乗員は同行しません。 

２．宿泊割当の基本方針 

（１）各種大会参加者の受入実績、施設・サービス面、会場への距離を考慮した宿舎を斡旋します。 

（２）宿泊割当は、選手・引率者（監督・コーチ）を優先し、部屋割りは男女別等を考慮して行います。 

（３）配宿については、引率者（監督・コーチ等）は、「１名１室」基準に、選手は「宿泊センターの一任」とさせ 

ていただきます。但し、和室のみのホテルに関しては、引率者（監督・コーチ）は男女を分けた定員でご案 

内する場合があります。 

（４）宿舎の変更は原則として行ないません。変更によって生じたすべての紛議や損失は、任意の宿舎を変更した

ものがその責任を負います。 

（５）12/26（水）に決勝トーナメントへ進出するチームで、事前の申込 6.負け帰りの欄で「あり」にチェックを

されたチームに関しては、12/25（火）の宿泊する宿を①APA ホテルさいたま新都心北（さいたま新都心）②

ラフレさいたま（さいたま新都心）③マロウドイン大宮④パイオランドホテル（大宮）⑤むさしのグランド

ホテル（上尾）⑥上尾東武ホテル（上尾）どちらかの施設に 1 泊 2食での宿泊になります。どちらかの施設

になるかは、ツアーデスクにて御確認下さい。その際は、12/25（火）の朝、全ての荷物を出してチェックア



ウトをして下さい。追加分の費用に関しては、大会終了後に請求書を発行し、ご郵送致します。 

（６）12/27（木）に決勝へ進出するチームで、事前の申込 6.負け帰りの欄で「あり」にチェックをされたチーム

に関して、12/26（水）の宿泊する宿①ラフレさいたま（さいたま新都心）②マロウドイン大宮どちらかの施

設に１泊２食での宿泊になります。どちらかの施設になるかは、ツアーデスクにて御確認下さい。その際は、

12/26（水）の朝、全ての荷物を出してチェックアウトをして下さい。追加分の費用に関しては、大会終了後

に請求書を発行し、ご郵送致します。 

３．宿泊についてのご案内 

【宿泊代料金と施設一覧】 

申込

記号
地区 ホテル名 

部屋 

タイプ 

宿泊代金 

（１泊朝食） 

宿泊代金 

（１泊２食） 
備考 

Ａ 

浦和 

ロイヤルパインズホテル Ｓ/Ｔ 

１０，５００円 １２，０００円

※注 1 

浦和ワシントンホテル Ｓ/Ｔ  

ホテルメッツ浦和 Ｓ/Ｔ/ＴＲ ※注 1.3 

ホテルニュー埼玉 Ｔ ※注 1.3 

さいたま

新都心 

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝさいたま新都心 Ｓ ※注 1 

ＡＰＡホテルさいたま新都心北 Ｓ  

ラフレさいたま Ｓ/Ｔ  

大宮 パレスホテル大宮 Ｓ/Ｔ ※注 1 

川口 スマイルホテル川口 Ｓ  

上尾 むさしのグランドホテル＆ＳＰＡ Ｓ/Ｔ  

Ｂ 

大宮 
マロウドイン大宮 Ｓ/Ｔ 

９，５００円 １１，０００円

パイオランドホテル大宮 Ｓ/Ｔ/和  

上尾 

上尾東武ホテル Ｓ/Ｔ/ＴＲ/和

ホテルメイツ上尾 Ｓ ※注 1 

ホテルルートイン上尾 Ｓ/Ｔ ※注 1、2 

川越 

川越第一ホテル Ｓ/Ｔ  

川越東武ホテル Ｓ/Ｔ/  

えすぽわーる伊佐沼 和  

越谷 ホテルサンオーク Ｓ/Ｔ/ＴＲ  

草加 HOTEL HOSEN 草加 Ｓ/Ｔ  

Ｃ 

浦和 別所沼会館ヘリテイジ 和 

８，３００円 ９，８００円 

上尾 アイホテル上尾 Ｓ ※注 1 

朝霞 シティイン朝霞 Ｓ/Ｔ/和 ※注 1、３

朝霞 デイリーホテル朝霞駅前店 Ｓ/Ｔ ※注２ 

上福岡 デイリーホテル上福岡駅前店 Ｓ/Ｔ ※注２ 

新座 デイリーホテル新座店 Ｓ/Ｔ ※注２ 

富士見 デイリーホテルみずほ台店 Ｓ/Ｔ ※注２ 

川越 デイリーホテル小江戸川越店 Ｓ/Ｔ ※注２ 

越谷 ビジネスホテル雷鳥 Ｓ/Ｔ/ＴＲ  

草加 ビジネスホテル旅館越後家 Ｓ/Ｔ/和  

・部屋タイプ記号 Ｓ：シングル部屋 Ｔ：ツイン部屋 ＴＲ：トリプル部屋 和室：和室 

※注１ １泊朝食のみ設定の施設となります。 

※注２ こちらの施設の朝食は、施設がサービスの一環として提供している《サービス朝食》となります。 

※注３ こちらは付近レストランでの朝食になります。 



上記宿泊料金は 1泊あたりお１名様あたりの料金（税金・サービス料込）となっています。 

・宿泊施設を指定しての申し込みは出来ません。 

・配宿は大会本部と協議のうえ行います。各宿泊区分および宿泊施設の収容人員が定員に達した場合は、希望区分

外へのご案内をご相談させていただくことがございます。予めご了承下さい。 

・応援で来られる保護者の方々の配宿は選手・監督・コーチなど大会参加者の配宿終了後に行ないます。 

そのため、選手等とは異なる宿泊施設になる場合もございます。予めご了承下さい。 

・未就学幼児で保護者の添寝、食事不要の場合は施設により宿泊代金（施設利用料）が異なります。 

・駐車場はホテルによって異なります。場所柄殆どの施設が有料であり、台数も限られております。満車の場合は 

近隣のコインパーキングを利用していただくこともございます。車利用の場合は宿舎決定後に直接お問い合わせ 

下さい。 

４．取扱（適用）期間 ※但し、災害等特別な事由が生じた場合は、ご相談下さい。

宿泊 平成３０年１２月２３日（日）～２７日（木） ４泊５日 

※大会前日（１２月２２日）と閉会式後（１２月２７日）の宿泊を希望する場合は別途ご連絡をください。 

弁当 平成３０年１２月２３日（日）～２７日（木） ５日間 

・宿泊プランモデルコース （最少催行人員１名） ※添乗員は同行いたしません。 

日程 行 程 食 事 

１ 自宅または前泊地 ＝ （各自） ＝ さいたま市内（泊） × 弁 夕 

２～４ さいたま市内 ＝ （各自） ＝ 大会会場 ＝ さいたま市内（泊） 朝 弁 夕 

５ さいたま市内 ＝ （各自） ＝ 自宅または後泊地 朝 弁 × 

５．昼食弁当についてのご案内（旅行契約に該当しません） 

・平成３０年１２月２３日（日）～２７日（木）の間、１食８６０円（税込み・お茶付）で、希望により準備しま

す。 

・ご注文以外の当日販売は行いませんのでご了承下さい。 

・大会会場周辺には食事施設及びコンビ二が少ないため、お弁当のお申込をお勧めいたします。 

・弁当は、それぞれの大会会場の指定された弁当引換所にて、１１：００～１３：３０の間にチーム毎に配布しま

す。（詳細は監督会議にて説明します。） 

・冬ではありますが、受け取り後は１時間以内を目安にお召し上がりください。 

・空き箱の回収を行いますので、食べ終わった後の空箱は指定の場所に１５：００までにお持ちください。 

６．国内旅行傷害保険について 

・旅行傷害保険は任意となっております。別紙「国内旅行傷害保険」のパンフレットを確認いただき、加入を希望

される場合は申込書の申込欄のあり・なしにチェックして下さい。請求書と併せて、国内旅行傷害保険契約加入

依頼書をお送り致しますので、ご記入後、弊社へご返信を下さい。 

・保険料はお１人様あたり全チーム統一で５００円となります。（それ以外のタイプのご加入を希望する場合は宿泊

者名簿の備考にご記入下さい。） 

・保険適用期間は１２月２３日（日）～１２月２７日（木）の５日間（各チームの集合時から解散時まで）です。 

７．お申込みのご案内 

（１）申込み方法・締切日について 

・別紙の「宿泊・弁当申込書」と「宿泊名簿」に必要事項をご記入のうえ、名鉄観光サービス㈱さいたま支店 

までＦＡＸにて申込ください。 

申込締切日 平成３０年１１月９日（金）１７：００必着 



（２）宿泊決定通知（確認書）・精算について  

・申込責任者様（書類送付先）宛に、平成３０年１１月２２日（木）までに予約内容確認書兼弁当引換書（当日

持参用）および請求書・領収書発行依頼書を郵送します。 

・万一、期日までに書類が届かない場合は、恐れ入りますがご連絡をいただきますようお願いいたします。 

・お支払いにつきましては、平成３０年１１月３０日（金）までに、弊社指定口座へお振込下さい。なお、振込

手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます。 

（３）領収書について 

・領収書を希望される場合は、必要事項をご記入のうえＦＡＸまたは当日ツアーデスクに持参ください。 

・事前にＦＡＸいただいた場合は、当日のツアーデスクでお渡しをいたします。当日持参された場合は、大会終

了後に郵送いたします。 

８．変更・取消しについてのご案内 

・ご契約成立後にお客様都合で宿泊を取消場合につきましては、下記の取消料を申し受けます。 

（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって） 

取消料 4 日前まで 3 日前～2日前 前日まで 当日 
それ以降または 

無連絡 

宿泊取消料 無料 宿泊代金の 20％ 宿泊代金の 20％ 
10：00 まで 

宿泊代金の 50％ 
100％ 

弁当取消料 無料 12：00 まで無料 前日の 12：00 以降 100％ 

※ただし、試合結果による宿泊の取消につきましては、次のように定めます。 

 □その日の最終試合終了から１時間以内に各競技会場のツアーデスクへ申し出があった場合は、翌日以降の宿泊

取消料を免除いたします。 

※お申込後の変更・取消につきましては、必ず宿泊センターにＦＡＸでお願いいたします。 

 お電話での変更・取消はお受けできません。（大会期間中は、競技会場内の名鉄観光ツアーデスクにて承りま

す。） 

※変更や取消によって差額が生じた場合、大会終了後にご指定の口座に振込みで返金いたします。 

  混雑を避けるため、大会期間中に会場での返金業務は行ないません。 

＜申込先・問合せ先＞ 

＜旅行企画・実施＞承認番号 K-30-49 

名鉄観光サービス株式会社 さいたま支店 
観光庁長官登録旅行業第 55 号 

〒330－0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-33-13（ＯＬＳビル） 

「第 27 回ＪＯＣジュニアオリンピックカップハンドボール大会」係 
ＴＥＬ：０４８－６４１－５３８８ ＦＡＸ：０４８－６４１－５２８７ 

担当：多賀谷（たがや）、山内（やまうち）、加藤（かとう）、菊池（きくち）、須永（すなが）    

総合旅行業務取扱管理者 関野 泰樹 

営業時間：平日△9：00～17：00（土・日曜日・祝日は定休日） 

※１２月２２日（土）以降＜大会期間中＞の連絡先につきましては、１１月２２日までに発送する資料で確認下さい。 


