
 

 

 

  

指定旅行会社 

この度の大会開催に際しまして、各方面からご参加いただく皆様方の宿泊・弁当のお手配を、私ども株式会社 

ＪＴＢ 大阪第二事業部にてお取扱いさせていただくこととなりました。万全の体制を整え、スムーズな大会運営に尽力し
て参りますので、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。宿泊の取扱いは、弊社が旅行企画・実施する「募集
型企画旅行契約」となります。最少催行人員は１名様（催行保証）となっており、添乗員・現地係員は同行いたしません。 

尚、昼食弁当の取扱いは、「手配旅行契約」となります。 

 

１．基本方針 

 『第２１回全日本中学生男女ソフトボール大会』の宿泊および昼食の手配に万全を期することを目的とし、次のように 

定められています。 

（１）宿泊・弁当の取扱いは、大阪府ソフトボール協会（以下「協会」という）の基本方針に従って実施される。 

（２） この要項の適用対象者（以下「大会参加者」という）は、第２１回全日本中学生男女ソフトボール大会に参加する選

手・監督・指導員（コーチ）・引率責任者・応援者とする。 

（３）大会参加者の宿泊は、指定された宿泊施設とする。尚、指定された宿泊施設の変更は原則認められない。宿泊施

設の任意変更により生じる紛議、損失の責任は変更した者が全て負うものとする。 

（４）宿泊・弁当の取扱いは、実行委員会指定の株式会社ＪＴＢ 大阪第二事業部（以下「宿泊センター」という）が 

担当し、申込みは必ず宿泊センターを通じて行う。 

 

２．旅行日程（宿泊・弁当取扱日） 

  令和３年８月１３日（金）・１４日（土）・１５日（日）・１６日（月） 

（大会開催日程：８月１３日～１６日※１７日は雨天順延予備日）  

 

３．宿泊の取扱い（募集型企画旅行契約） 

（１）旅行代金は、税金・サービス料込みのお一人様あたりの宿泊代金です。 

記

号 

エリア 旅行代金 
利用予定ホテル 

シングル 部屋 バス チェック 会場までの 
 

（宿泊地） 
１泊朝付     

（税サ込） 

１泊２食付   

（税サ込） 
対応可 タイプ トイレ イン・アウト時間 所要時間目安 

 

 

Ａ 堺 ¥12,000 ¥13,500 ・ダイワロイネットホテル堺東 〇 
洋室 

○ 14 時/11 時 25～35 分 

 

ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ・ﾄﾘﾌﾟﾙ  

Ｂ 大阪ミナミ ¥10,000 ※設定無 ・ハートンホテル心斎橋 × 
洋室 

○ 14 時/12 時 25～35 分 

 

ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ  

Ｃ 

大阪キタ 

¥10,000 ¥12,000 ・ホテルプレミア CABIN 大阪 〇 
洋室 

○ 15 時/11 時 25～35 分 

 

ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ  

Ｄ ¥11,500 ¥13,000 ・ハートンホテル北梅田 〇 
洋室 

○ 14 時/12 時 25～35 分 

 

ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ  

Ｅ ¥11,500 ¥13,000 ・ハートンホテル西梅田 〇 
洋室 

○ 14 時/12 時 25～35 分 

 

ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ・ﾄﾘﾌﾟﾙ  

Ｆ 大阪港 ¥10,500 ¥12,000 ・ホテルフクラシア大阪ベイ × 
洋室 

○ 15 時/10 時 10～20 分 

 

ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ・ﾄﾘﾌﾟﾙ  

Ｇ 尼崎 ¥12,500 ¥15,000 ・ホテルヴィスキオ尼崎 〇 
洋室 

○ 15 時/11 時 25～35 分 

 

ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ  

第２１回全日本中学生男女ソフトボール大会  

宿泊・弁当  取扱要項  

 



記

号 

エリア 旅行代金 
利用予定ホテル 

シングル 部屋 バス チェック 会場までの 
 

（宿泊地） 
１泊朝付     

（税サ込） 

１泊２食付   

（税サ込） 
対応可 タイプ トイレ イン・アウト時間 所要時間目安 

 

 

Ｈ 十三 ¥11,000 ¥13,000 ・ホテルプラザオーサカ × 
洋室 

〇 14時/11時 25～35分 

 

ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ･ﾄﾘﾌﾟﾙ  

Ｉ 

新大阪 

¥10,000 ¥12,000 ・ニューオーサカホテル ー 

洋室 

〇 15時/11時 25～35分 

 

シングル  

Ｊ ¥11,000 ¥12,500 
・シュアステイホテルプラス 

〇 
洋室 

○ 15 時/11 時 25～35分 

 

byベストウェスタン新大阪 ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ・ﾄﾘﾌﾟﾙ  

Ｋ ¥11,500 ¥13,000 ・新大阪サニーストンホテル 〇 
洋室・和室 

○ 15 時/10 時 25～35分 

 

ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ・ﾄﾘﾌﾟﾙ  

Ｌ 江坂 ¥10,500 ¥12,000 ・サニーストンホテル 〇 
洋室 

○ 15 時/10 時 35～45分 
 

ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ  

※各施設共通：お部屋は定員利用となります。   

 【洋室】・１名様の場合はシングル部屋利用・２名様の場合はツイン部屋利用・３名様（ﾄﾘﾌﾟﾙ）の場合はツインに 

１台ｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄﾞを利用となります。 【和室】 新大阪サニーストンホテルのトリプル部屋は和室となります。 

※シングル対応可の施設につきましてはご希望により全室シングルへ対応可能なホテルとなります。ご希望の場合

は別紙お申込書へ〇印をご記入ください。なお、施設によっては全室シングル部屋となった場合宿泊単価がＵＰす

る施設がございますので予めご了承の程よろしくお願い申し上げます。また、お申込書が届いてからの確認となり

ますのでお部屋の空室状況によってはお受けできない場合がございます。予めご了承ください。 

※会場までの所要時間につきましては、高速道路を利用した場合の標準時間で表示しております。 

 

【宿泊に関するご注意事項について】 

① 宿泊申込書の「希望宿泊」欄に、第 1 希望～第 5 希望まで希望する宿泊施設の記号「Ａ～Ｌ」をご記入下さい。 

希望欄には第 1 希望～第 5 希望まで必ずご記入をお願いいたします。ご希望のエリア（ホテル）が満室の場合

は、上記記載の他のエリア（ホテル）でご案内させていただきます。また、上記記載の宿泊施設が全て満室となっ

た場合は、別途新たな施設、条件を記載した書面をお渡しご案内をさせて頂きます。予めご了承願います。 

② 小学生、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。 

③ 旅行代金には宿泊代、記載された食事代及び消費税等諸税を含んでおります。なお、飲料代、駐車代、クリーニ

ング代等の個人的性質の諸費用は含んでおりません。 

④ １チームは原則として同じホテルとします。また割り当ては、選手・監督・指導員（コーチ）・引率責任者・応援の順

に優先して行います。宿泊者数が多い場合、応援の方は選手、監督・コーチ、引率責任者と別のホテルになる場 

合がございます。また他府県・男女チームと同宿になる場合もございますので、予めご了承下さい。 

⑤ ホテルの割り当ては各地方大会の予選の日程が異なりますが、申し込み順で行います。予めご了承ください。 

⑥ 生徒様のお部屋は、基本的に定員利用（ツイン２名様、トリプル３名様）でご案内いたしますが、申込人員により１

名様でご利用となる場合がございますので、予めご了承下さい。 

⑦ お部屋の備え付けのバスタオル・フェイスタオル・歯ブラシ・くし・髭剃り・ヘアキャップ・浴衣等がついていない 

ホテルがございますので、事前にご確認の上、ご準備下さい。 

⑧ 雨天等による、延泊ご希望の場合は、宿泊ホテルが前日の宿泊箇所と変わる場合がございます。 

⑨ ホテルの朝食につきましては、出来る限り出発時間に合わせてご用意するよう調整いたします。 

詳細につきましては「宿泊センター」にお問い合わせください。 

⑩ 各ホテルにおいては新型コロナウィルスのガイドラインに基づき、宿泊施設での感染対策に努めます。 

また食事の提供内容の変更の可能性もございますので予めご了承ください。 



（２）早着・遅着の扱い 

チェックイン、アウトにつきましては、各ホテルによって異なりますので上記一覧をご参照ください。 

なお、チェックイン・アウト時間外での早着、遅出につきましては追加代金を徴収する場合もありますので 

予めご了承ください。 

（３）欠食の取扱い  

   ご希望された食事設定内容から欠食による返金はございませんので、予めご了承下さい。 

（４）取消料について（募集型企画旅行契約） 

  旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

取消日 

※旅行開始日（宿泊日）の前

日から起算してさかのぼって 

１０日前まで 
９日前～ 

２日前まで 
前日の解除 

当日の解除 

（右記を除く） 

旅行開始後の解除

又は無連絡不参加 

取消料 無料 
宿泊代金の 

２０％ 

宿泊代金の 

４０％ 

宿泊代金の 

８０％ 

宿泊代金の 

１００％ 

（５）宿泊施設の駐車場について  

   料金等、宿泊施設により異なります。宿泊決定通知が届きましたら、各宿舎に直接お問い合わせ下さい。  

なお、大阪市内は駐車場が少なく（バス・乗用車共）、宿泊施設にも駐車場のあるところ（有料）は一部と 

なっております。宿泊箇所より離れた駐車場となることがございますのでご了承ください。 

   駐車場から宿泊先までの交通費・駐車料金・乗務員の宿泊費は各チームのご負担となります。 

バス・乗用車をご利用の方は必ず宿泊先に連絡して頂き、駐車場の料金・場所、ご確認をして下さい。 

４．弁当の取扱い（手配旅行契約） 

（１)令和３年８月１３日（金）～１６日（月）の間、ご希望により手配致します。 

尚、注文以外の当日販売は行いませんのでご注意願います。 

（２）宿泊申込時に共通の申込書に「希望弁当」欄に希望するお弁当のメニューの記号「１～３」をご記入下さい。 

（３）大会開始後の弁当の変更については、前日１７時までに現地宿泊センターデスクまでお申し出下さい。 

（４）弁当は競技場の指定された弁当引換所にて１１時～１３時の間にチーム毎にお受取り下さい。試合時間の関係で 

  １１時～１３時の間に取りに来られない場合は現地宿泊センターまでお申し出下さい。また雨天による中止の場合は 

基本的には宿泊先ホテルへの配送となります。キャンセルはできませんので、予めご了承下さい。   

（５）食品衛生上、弁当受取後は、必ず３０分以内にお召し上がり下さい。 

（６）空箱の回収を行いますので、１４時までに受け渡し場所にお持ち下さい。 

（７）お弁当のみでの申し込みも可能です。※ご宿泊先名（雨天中止時の配達先）と連絡先をご記入ください。 

  ※競技会場付近には飲食施設がほとんどございません。お弁当の購入をおすすめします。 

記号 メニュー 費用（税込） 

１ ボリューム弁当 ￥９００ 

２ 通常弁当 ￥８００ 

３ 軽食弁当（おにぎり＋冷やしうどんなど） ￥７００ 

※お弁当にはお茶（紙ﾊﾟｯｸ）は付いておりません。 

※軽食弁当には日替わりで冷たい麺類が付いてきます。「お蕎麦」の日がございますのでアレルギーの 

ある方は事前にご確認の上お申し込み下さい。 

（８）取消料について（手配旅行契約） 

取消日 前日１７時まで 前日１７時０１分以降 

取消料 無料 弁当費用の全額 



 

５．お申込み方法・予約回答・お支払い 

（１）申込方法・締切日について 

①出場が決定次第、所定の申込用紙に必要事項を記入しＦＡＸ又はメールにて下記までお申込み下さい。 

②ご宿泊のお申し込みの際には、旅行条件書（全文）をお渡しいたしますので必ず内容をご確認のうえお申し込み 

下さい。 

③FAX送信後、必ず確認の電話連絡をお願い致します。 

④お申込み後の変更･取消しについては必ずＦＡＸ又はメールにてご連絡下さい。 

⑤申込締切りは令和３年７月２９日（木） とさせていただきます｡ 

 ※ただし予選大会日程等の関係で申込締切期日を越えてのお申込みにつきましては当センターまでご相談ください。 

（２）宿泊決定通知・精算について 

①責任者様宛に令和３年８月２日（月）までにご記入いただいた宿泊回答書面送付先に宿泊決定通知書 

・弁当引換証・請求書・領収書発行依頼書を送付致します。 

（間際の申込には、ＦＡＸでの回答となる場合がありますので、ご了承下さい。） 

②確認書到着後、指定口座へ令和３年８月１０日(火)までにお振込み願います。 

また、振込手数料はご負担願います。 

③変更・取消により生じた差額は、大会終了後 1ケ月以内に振込にてご指定の口座にご返金致します。 

④領収証が必要な場合は、宿泊回答書面に同封する「領収証発行依頼書」にご記入いただき、宿泊センターまで 

ＦＡＸ又は、当日現地宿泊センターデスクにご依頼下さい。 ご入金を確認し、大会終了後、申込責任者様宛に 

ご郵送致します。 

 

６．お問い合わせ・お申し込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．個人情報の取扱いについて 

当社は、お申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、お客様がお申込み頂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

ービスの受領の為の手続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。 

 

 

 

株式会社ＪＴＢ 大阪第二事業部 「第２１回全日本中学生男女ソフトボール大会 宿泊センター」 

総合旅行業務取扱管理者：竹林 健次 

担当 ： 徳重（とくしげ） ・千須和（ちすわ）・矢地（やち）・関（せき） 

〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町３丁目 1番地８号 MPR 本町ビル７階 

ＴＥＬ 06-6252-2715／ＦＡＸ 06-6252-2792／ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ： a_tokushige503@jtb.com（徳重） 

営業時間 ： 9：30～17：30（土・日・祝日休み） 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関

し、担当者からの説明に不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

 

旅行企画・実施  株式会社ＪＴＢ 大阪第二事業部 

観光庁長官登録旅行業第 64号／一般社団法人日本旅行業協会正会員 

〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 3-1-8MPR 本町ビル 7階 

  

mailto:a_tokushige503@jtb.com


 

 

お申し込みの際には、旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認のうえお申し込みください。 

ご旅行条件（要約） 

 

●募集型企画旅行契約（宿泊の取扱） 

この旅行は、株式会社ＪＴＢ 大阪第二事業部（大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-1-8MPR本町ビル7階。以下「当社」といいます。）が企画・実施す

る旅行であり、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」といいます。）を締結することになります。また、旅

行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画

旅行契約の部によります。 

●旅行のお申し込み及び契約成立時期 

（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 

（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して指定日以内に代金の支払

をしていただきます。 

（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金(旅行代金の全額)を受領したときに成立するものとします。 

●旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払くださ

い。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくこと

があります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 

●取消料 

お客様は旅行契約成立後いつでも、「要項３－（４）の変更取消について」による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することが

できます。ただし、旅行契約の解除期日とは、当社の営業時間内にお受けしますので、旅行お申込み時に営業時間等をお客様ご自身でもご確認くだ

さい。 

●旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税。これらの費用は、お客様

の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。 

（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 

●特別補償 

当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款特別補償規程に基づき、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り、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲 

において、補償金または見舞金を支払います。 

・死亡補償金：1,500万円入院見舞金：2～20万円通院見舞金：1～5万円 

・携行品損害補償金：お客様１名につき15万円（但し、補償対象品１個あたり10万円を限度とします） 

●国内旅行保険への加入について 

ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収 

が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険 

に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。 

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと

（以下「通信契約」といいます。）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができ

ない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。） 

(１) 契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に

到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。 

（２）「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。

また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」の翌日から起算して7日間以内とします。 

（３）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約

料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 

●個人情報の取扱について 

当社及び販売店は、旅行申込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に手続に必要な範囲内で

利用させていただきます。また、大会主催者事務局へ提出します。ご提出いただいた個人情報をそれ以外の目的では使用いたしません。 

●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は2021年6月1日を基準としております。又、旅行代金は2021年6月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

●国内旅行保険加入のすすめ 

安心してご旅行いただくため、お客様自身で保険をおかけになることをおすすめいたします。 

 


