
令和 4年度 第 46回全国高等学校ハンドボール選抜大会 

（男子の部）宿泊・昼食弁当の申込要項 

拝啓 皆様方におかれましてはますますご健勝のこととご推察申し上げます。 

この度「令和 4 年度 第 46 回全国高等学校ハンドボール選抜大会」が三重県津市において開催されますことを心よりお慶

び申し上げます。また、全国各県から多くの皆様が来県されますことを歓迎申し上げます。 

今回ご出場されます皆様方の宿泊ならびに昼食弁当の手配を名鉄観光サービス㈱津支店がお取り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

のお申込みを心よりお待ち申し上げております。 

敬具 

（1）本大会参加者の宿泊場所は原則指定宿泊施設とします。指定宿泊施設以外で宿泊された場合、緊急時の通達ができ

ず、また必要書類の受渡しが出来ないことが予想されます。  

（2）宿泊割当は、選手・監督・役員等を優先し、部屋割りは男女の別や引率・選手の別等を考慮して行います。 

（3）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。 

                                                        

1.取扱（適用）期間 

宿泊  令和 5年 3月 22日（水）ﾁｪｯｸｲﾝ ～ 令和 5年 3月 29日（水）ﾁｪｯｸｱｳﾄまでの 7泊をご用意 

弁当  令和 5年 3月 24日（金） ～ 令和５年 3月 29日（水）までの   6日間の昼食弁当をご用意 

2.ご宿泊プラン・旅行代金のご案内（募集型企画旅行契約の部） 

■最少催行人員 1名 ／ 添乗員 同行いたしません。 

■旅行代金は令和 5年 1月 10日現在のものです。 

※旅行代金は、１泊２食付又は朝食付の宿泊代金、税金・サービス料・企画料金等を含む１名当りの金額です。 

※選手・監督（引率）・応援生徒用と保護者用の宿泊施設は異なる場合があります。 

①お部屋タイプについて（定員利用：ホテルタイプは 1室 1～4名、旅館タイプは 1室 2～4名） 

※洋室・和室の混合やシングルルーム数に限りがある宿泊施設や、すべてがシングルルームの宿泊施設があります

のでご要望に添えない場合があります。 

※ツイン・トリプル・フォースルーム使用の場合、エキストラベッド対応になる場合があります。 

②宿泊施設を指定してのお申込みは受付できません。 

③全国旅行支援はご利用いただけません。全員の皆様のお申込み完了時まで支援枠（県別予算）が残っていて、 

この支援を受けることが出来るという確約が出来ない為です。予めご了承下さいませ。 

■配宿について 

※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、やむを得ず 

希望外または利用宿泊施設以外への配宿を行うことがあります。予めご了承下さい。 

※宿泊施設の絶対数が不足しております。ご不便をお掛けする場合もございますが、予めご了承頂きます様お願い 

致します。 

※駐車場は宿泊施設によって異なります（有料の場合もある）。また満車の場合には、近隣コインパーキングをご利用

いただく場合もございます。配宿決定後に各宿泊施設へ直接お問い合わせ下さい。宿泊施設によってはバス等の大

型車の駐車場がない場合もございます。その際には宿泊施設から離れますが観光バス専用駐車場を紹介致します。 

  



施設 

ランク 
申込区分 

部屋タイプ 

特徴・ポイント 

１泊朝食付 １泊２食（夕朝食付） 

旅行代金 申込番号 旅行代金 申込番号 

Ａランク 選手・監督・引率者・役員 洋室１～2 名利用 ８，３００円 A－１ ９，８００円 A－２ 

Ｂランク 選手・監督・引率者・役員 【洋室シングル確約】 ８，５００円 Ｂ－１ -------- -------- 

Ｃランク 選手・監督・引率者・役員 【洋室シングル確約】 ９，０００円 Ｃ－１ -------- -------- 

Ｄランク 選手・監督・引率者・役員 和室/洋室１～4 名 ８，５００円 D－１ １０，０００円 D－２ 

Ｅランク 選手・監督・引率者・役員 【洋室シングル確約】 １０，０００円 E－１ -------- -------- 

Ｆランク 選手・監督・引率者・役員 【洋室シングル確約】 ８，５００円 Ｆ－１ １１，０００円 Ｆ－２ 

G ランク 選手・監督・引率者・役員 【洋室シングル確約】 ９，５００円 G－１ １２，０００円 G－２ 

H ランク 選手・監督・引率者・役員 洋室１～2 名利用 １０，５００円 H－１ １３，０００円 H－２ 

施設ランク 施設名（部屋タイプ/所在地） 

Ａランク 東横 INN津駅西口（洋室/津市） 

Ｂランク 東横 INN伊勢松阪駅前（洋室/松阪市） 

Ｃランク ホテルキャッスルイン津・フェニックスホテル （洋室/津市） 

Ｄランク 
高田会館（和室/津市）、味の宿魚義（和室/津市）、ビジネスホテル三徳（洋室・和室/津市）、プラザ洞津 （洋室・和

室/津）、ホテルエコノ亀山（洋室/亀山市） 

Ｅランク 

ホテルルートイン久居インター（洋室/津市）、コンフォートホテル鈴鹿（洋室・鈴鹿市） 

ホテルルートイン亀山インター（洋室・亀山市）、ホテルルートイン第 2 亀山インター（洋室・亀山市） 

ホテルルートイン松阪駅東（洋室/松阪市）、ジャストイン松阪駅前（洋室/松阪市） 

Ｆランク ホテルキャッスルイン鈴鹿・ホテルキャッスルイン鈴鹿中央 （洋室/鈴鹿市） 

G ランク ホテルエコノ津駅前・久居グリーンホテル（洋室/津市） 

H ランク ホテルグリーンパーク津（洋室/津市）・スポーツガーデン Mie Spo Inn・白子ストーリアホテル（洋室/鈴鹿市） 

※お申込の際には必ず第 1希望、第 2希望、第 3希望までご選択ください。希望ランクが満室となった場合は代案をご提示させていただきます。 

※大会会場から距離の離れた宿泊施設に配宿されたチームが勝ち進んだ場合、当社は より会場に近い宿泊施設へ変更をご提案する場合がございます。     

大会期間中に当社からの提案をご希望される場合は、専用 Web ページで申込をされる際に【期間中に別の宿泊施設の提案を希望する】にﾁｪｯｸを入れ

てお申込下さい。他宿泊施設の宿泊状況によりますので必ずご提案するわけではありません。予めご承知おき下さい。 

※コロナ禍ですので洋室シングルをご希望される方が多いと思います。出来る限りご希望に添える様に努力致しますが  

上記表で【ｼﾝｸﾞﾙ確約】と書いてあるランクのホテル以外の場合、お客様からの部屋ﾀｲﾌﾟの指定はご遠慮下さい。 

※宿泊施設から会場までのお車での所要時間は、津市内宿舎（約 10～30 分）、鈴鹿市内宿舎・松阪市内宿舎（約 30～45

分）、亀山市内宿舎（約 30～45分、高速道路利用の場合約 20～30分）です。 

※お部屋の禁煙・喫煙はご希望に沿えない場合もございます。喫煙の場合は消臭対応にてご準備させていただきます。 

※宿泊施設によっては食事会場が手狭なため、席数に限りがございます。時間差をつけてのご案内となる場合がございま

す。予めご了承ください。 

※朝食時間はおおよそ 6：45～を原則とします。詳しい時間は各宿泊施設に直接ご確認ください。尚、朝食の欠食扱いはできませんのでご了承ください。 

※チェックインは 15時以降、チェックアウトは 10時以前を原則とします。それ以外のケースでは追加代金を頂戴する場合もございますのでご注意ください。 

※ルートイン系列・東横 INN 系列の６つのホテル、コンフォートホテル鈴鹿、白子ストーリアホテル、ホテルエコノ亀山、ジャストイン松阪駅

前は、朝食が無料または軽食対応になります。 

※A ランク「東横 INN津駅西口」、D ランク「ホテルエコノ亀山」の夕食は弁当対応になります。（ロビー配布/各部屋にて食事） 

※G ランク「ホテルエコノ津駅前」の夕食・朝食会場はＨランク「ホテルグリーンパーク津」になります。（徒歩 3 分） 

※H ランク「スポーツガーデン Mie Spo Inn」は 26日（日）チェックアウトまでの宿泊となります。26日以降の宿泊の場合は別の宿泊施設を

ご案内させていただきます。 

※旅行代金に含まれるもの：①宿泊代金、②食事代金（夕食：宿泊施設により異なる ／ 朝食 1回） 

※旅行代金に含まれないもの：上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要となる費用を例示します。

①個人的性格の費用：飲食代、クリーニング代、電話代、など ②傷害、疾病に関する医療費 ③任意の旅行傷害保険 

 尚、宿泊施設によっては駐車料金が最初から必要になる施設もございますので、各自ご確認ください。 

 

 

 



 

【ご宿泊プラン日程表】 

日 程 行 程 食 事 

出発日 （1泊目） 出発地・・・・各自・・・・ホテル【各自でチェックイン】 ホテル泊 朝× 昼× 夕〇/× 

中間日 （2～7泊目） ホテル・・・・各自・・・・ホテル               ホテル泊 朝〇 昼× 夕〇/× 

最終日 ホテル【各自でチェックアウト】・・・・各自・・・・各地 朝〇 昼× 夕× 

 

3.昼食弁当のご案内（旅行契約ではありません） 

大会期間中、昼食（お弁当）を事前予約によりご準備いたします。会場周辺には食事提供施設が少ないため、お弁当の申し

込みをお勧めいたします。（当日の販売はございません。） 

お弁当（パック茶付）代金 

（事前予約のみ） 
1個９７０円（税込） ※メニューは日毎で変わります 

（1）取扱期間 令和 5年 3月 24日（金）から 3月 29日（水）の 6日間 

（2）弁当の引き換えは、１１：００～１３：３０の間に競技会場内弁当引換所にて引換証と交換いたします。 

（3）食品衛生上、受け取り後、お早めにお召し上がり下さい。 

（4）弁当の空き箱回収を行います。空き箱は指定の場所に１４：３０までにお持ち下さい。 

4.お申込みのご案内 

お申込方法について 

専用の Web申込システムよりお申込みいただけます。下記 URLよりアクセスしてお申込み下さい。 

（変更や追加、取消の場合は、申込締切日までは Webページ上で操作が可能です。） 

お申し込みの際は、専用 Web ページに掲載する「ご旅行条件書」（詳しい旅行条件を説明した書面）を必ずご確認の上   

お申し込み下さい。 

専用 Webページ https://www.mwt-mice.com/events/46handballboys/login 

お申込に関する注意点 

お電話でのお申込みは行き違いを避けるため、一切お受けできません。 

申込みは原則 Webにて受付いたしますが、やむを得ない理由で Web申込が出来ない方は当社までご連絡下さい。 

申込締切日について 

申込締切日は、令和５年２月１５日（水）２４:００とします。（１6日以降はＨＰで申込が出来なくなります） 

宿泊・弁当の回答確認書発送（メール）について 

令和５年３月３日（金）までに、申込責任者様宛に、確認書類・請求書をご登録いただくメールアドレスに送信いたします。 

※万一期日までにメール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。 

お支払いについて・契約の時期について 

令和５年３月１０日（金）までに、弊社指定口座へお振り込み下さい。 

当社が契約の締結を承諾し、ご旅行代金のお振込みを確認・受理した時に契約が成立します。 

お振込いただく旅行代金は「お支払対象旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部又は全部として取り扱います。 

振込手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます。（指定口座は確認書類・請求書の送付時にご案内いたします。） 

ご返金について 

振込後、変更・取消などにより返金が生じた場合、大会終了後、Web 申込時に記載していただいたお客様の指定口座へ  

当社からお振り込みいたします。 

https://www.mwt-mice.com/events/46handballboys/login


 

領収証について 

回答確認書類・請求書を（ﾒｰﾙ）送信時に領収証発行依頼書を添付いたします。必要事項をご記入のうえご返信下さい。 

領収証の引き渡しは、原則として競技会場「名鉄観光デスク」にて行いますが、大会開催期間中の変更などがあった場合の 

金額が変わる領収証は大会終了後、ご指定の送付先にお送りいたします。 

その他について 

■この書面は、旅行業法第 12 条の４に定める旅行取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の      

一部になります。 

■ 詳しい取引条件を説明した書面を申込専用ＨＰまたは当社ＨＰにて事前にご確認の上お申し込みください。 

■ 団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に

関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。 

 

5（1）.変更・取消について（募集型企画旅行契約の部） 

■お電話での変更・取消は行き違いを避けるため、一切お受けいたしません。 

■取消につきましてはご連絡が弊社に到着した時点で有効となります。但し、営業時間外に到着した連絡につきましては 

翌営業日の取消となりますのでご了承ください。 

申込締切日 前 Web上にてご自身で操作を行って下さい 

申込締切日 後 Webから『変更・取消・連絡書』をダウンロードしてメールにて送信してください。 

大会 開催期間中 原則として競技会場 『名鉄観光デスク』 にて承ります。 

 

【ご宿泊プラン（旅行代金）の取消料】  1件 1名につき下記の取消料を申し受けます。 

取消日 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

8日前まで 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

7日前から 2日前まで 

旅行開始日 

前日 

旅行開始日 

当日 

旅行開始後・ 

無連絡不参加 

宿泊プラン 0％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

※試合結果による宿泊の取消について 

連泊（複数泊）の場合も、1 つの旅行契約として取り扱います。旅行開始前の取消については 1 泊目を旅行開始日として、

旅行代金合計額に対して上記の取消料をいただきます。ただし試合に負けて以降の宿泊を取り止める場合、申出日の   

翌々日以降の宿泊代金をご返金します。 

（※１ 申出日当日の宿泊代金はご返金出来ません。 ※２ 申出日翌日の宿泊代金の 40％をお取消料として頂戴します） 

5（2）.お弁当の変更・取消について（旅行契約ではありません）） 

【お弁当の取消料】 1個あたり 

取消日 前日 14時まで 前日 14時以降 

お弁当 0％ 100％ 

6.ご旅行条件について（募集型旅行契約の部） 

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、旅行に参加するお客様

は当社と国内募集型企画旅行契約（以下、旅行契約といいます）を締結することとなります。詳しい取引条件を説明

した書面を専用申込ＨＰに掲載しますので事前にご確認の上、お申込みください。（弊社ホームページからも閲覧可） 

ホームページ（https://www.mwt.co.jp） → 各種約款・条件書等 → ご旅行条件書（国内・募集型企画旅行） 

https://www.mwt.co.jp/


 

7.旅行企画・実施／お問い合せ先------------------------------------------------------------------------- 

名鉄観光サービス株式会社津支店 （全国高等学校ハンドボール選抜大会男子の部宿泊事務局） 

〒514-0004 三重県津市栄町 3丁目 141-1 モアビル 5階 

電話：059-225-7676 FAX:059-225-7633 

営業日・営業時間：平日 10：00～17:30（土・日・祝祭日は休業） 

メールアドレス： 46handballboys@mwt.co.jp 

一般社団法人日本旅行業協会正会員 観光庁長官登録旅行業第 55号 

総合旅行業務取扱管理者：松田 浩二 担当者：松田 浩二 / 小出 光次   【承認番号２３-０００２】 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

※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に関する責任者です。 

この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

【個人情報のお取扱いについて】 

ご旅行申込に際し提出いただいた個人情報につきましては、お客様との連絡のためや宿泊・運送機関等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くほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供します。また、大会名簿作成等のため主催者事務局にもご提出致しま

す。当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。 


