
第 39 回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 

宿泊・弁当申込要項 

 

 

皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度は、第３９回全日本小学生ソフトテニス選手権大会が秋田県大館市において開催されるに 

あたり、全国各地よりお越しいただきますことに心より歓迎を申し上げます。 

開催にあたり、大会にご参加いただきます選手・ご引率者および関係者の皆様のご宿泊・お弁当 

のご手配を名鉄観光サービス株式会社秋田支店が担当させていただくことになりました。 

つきましては、ご宿泊プラン・お弁当のご案内をさせていただきますので、ご利用賜りますよう 

お願い申し上げます。 

皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ち申し上げます。 

                                     令和４年４月吉日 

                               名鉄観光サービス(株)秋田支店 

                                     支店長 石井孝美 

 

 

１．基本方針 

  第３９回全日本小学生ソフトテニス選手権大会の宿泊・昼食弁当の確保を万全に期することを 

 目的とし、次のように定めます。 
 

（１）宿泊・弁当等の取扱いにつきましては、全日本小学生ソフトテニス選手権大会の主管である 

    秋田県ソフトテニス連盟（以下「秋田県連盟」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、第 39回全日本小学生ソフトテニ 

    ス選手権大会に参加する選手・監督・コーチ・引率者とします。 
 

（３）宿泊・弁当に関しては、秋田県連盟が指定した当社（以下「大会デスク」という）が担当 

いたしますので、大会デスクへお申し込みください。 
 

（４）大会参加者の宿泊施設は大会デスクが指定する施設を宿舎とします。指定外宿泊施設で発 

生する事故・トラブルについては責任を負いかねますのでご承知ください。 

また、弁当についても大会デスクが斡旋する業者以外の利用において発生する事故・トラ 

ブルについて同様に責任を負いかねますので重ねてご承知ください。 

 

 

２．大会期日・会場 

 大会日程  令和４年７月２８日（木）～７月３１日（日） 

  大会会場  秋田県大館市 ニプロハチ公ドーム (大館市上代野字稲荷台 1-1) 

               高館公園テニスコート (大館市釈迦内字高館下 100-1) 
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３．宿泊のご案内 

  ご宿泊に関しましては、募集型企画旅行にてお引き受けさせていただきます。 

（１）宿泊受付日 令和４年７月２７日（水）～７月３０日（土） ４泊 

    上記以外の宿泊を希望される場合は、大会デスクへお問い合わせください。 
 

（２）行程表 

出発日 出発地(ご自宅)…(各自移動)…各宿泊施設(泊) 朝× 昼× 夕◯ 

大会中 宿泊施設…(各自移動)…大会会場…(各自移動)…宿泊施設(泊) 朝◯ 昼× 夕◯ 

帰着日 宿泊施設…(各自移動)…大会会場／(ご自宅)帰着地 朝◯ 昼× 夕× 

 

（３）最少催行人員  １名様より催行いたします 
 

（４）添 乗 員  同行いたしません 
 

（５）宿 泊 代 金  お一人様あたり（税金・サービス料込） 

ランク Ｓランク Ａランク Ｂランク Ｃランク Ｄランク 

大人料金 11,000円 10,000円 9,000円 8,000円 7,000円 

小人料金 10,000円  9,000円 8,000円 7,000円 4,500円 

※追加料金  3,000円  2,500円 2,000円 ━ ━ 

  ※シングルルームをご利用される場合は、上記追加料金を加算していただきます。 
 

  原則として、２食付（夕朝食）の宿舎でご用意させていただいておりますが、一部夕食の取り 

  扱いが出来ない宿舎がございます。 
 

（６）宿泊条件および配宿について 

   ①宿泊施設および客室タイプのご指定はできません。お申込みはランク（Ｓ～Ｄ）でお願 

    い致します。 

   ②配宿は、原則申し込み順とさせていただきます。 

③希望される宿泊クラスが予定数を満たしてしまった場合は、希望以外のクラスで配宿と 

  なることもございます。その場合は事前にご連絡をさせていただきます。 

   ④部屋割りは、チームごとに男女別の相部屋で行います。また、監督・コーチや一般応援 

    者も同様に男女別の相部屋となります。 

   ⑤宿泊施設により、複数のチームが宿泊する場合がございますが、食事等は同じ会場でお 

お取りいただくか、もしくは時間交代制となることもございます。 

   ⑥チェックインは 15時以降、チェックアウトは 10時までを原則とします。 

    それ以前、以後のご利用は追加料金がかかる場合がございます。 

   ⑦１チームの申込み人数が多数の場合、応援者の一部の方は他の宿舎へお泊りいただくこ 

    ともございます。 

   ⑨空室状況により、禁煙ルーム以外のお部屋が割りあたる場合がございますので、あらか 

    じめご了承ください。（その場合は、消臭対応になります） 
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（７）宿泊施設について 

ランク 宿泊地 宿泊施設名 部屋タイプ 食事条件 
大会会場まで 

の所用時間 

Ｓ 

大館市 ふるさわおんせん 和室 
朝食：宴会場/定食 

夕食：宴会場/定食 

Ａ)  1分 

Ｂ)  8分 

大館市 アネックスロイヤルホテル 洋室 
朝食： バイキング 

夕食： ﾚｽﾄﾗﾝ/定食 

Ａ) 10分 

Ｂ) 10分 

鹿角市 大湯温泉 ホテル鹿角 和室 
朝食：宴会場/定食 

夕食：宴会場/定食 

Ａ) 40分 

Ｂ) 35分 

鹿角市 大湯温泉 龍門亭千葉旅館 和室 
朝食：宴会場/定食 

夕食：宴会場/定食 

Ａ) 40分 

Ｂ) 35分 

鹿角市 湯瀬温泉 湯瀬ホテル 和室 
朝食：宴会場/定食 

夕食：宴会場/定食 

Ａ) 50分 

Ｂ) 45分 

Ａ 

鹿角市 湯瀬温泉 姫の湯 和室 
朝食： バイキング 

夕食：宴会場/定食 

Ａ) 50分 

Ｂ) 45分 

鹿角市 ホテル茅茹荘 (ぼうじょそう) 和室 
朝食： ﾚｽﾄﾗﾝ/定食 

夕食： ﾚｽﾄﾗﾝ/定食 

Ａ) 45分 

Ｂ) 40分 

北秋田市 ホテルニュー松尾 洋室/和室 
朝食：宴会場/定食 

夕食：宴会場/定食 

Ａ) 30分 

Ｂ) 30分 

Ｂ 

大館市 グランドパークホテル大館 洋室 
朝食： バイキング 

夕食： ﾚｽﾄﾗﾝ/定食 

Ａ) 10分 

Ｂ)  8分 

大館市 ロイヤルホテル大館 洋室 
朝食： バイキング 

夕食：宴会場/定食 

Ａ)  7分 

Ｂ)  5分 

大館市 雪沢温泉 大雪 和室 
朝食：宴会場/定食 

夕食：宴会場/定食 

Ａ) 10分 

Ｂ) 18分 

北秋田市 ホテルフッシュ 和室 
朝食： ﾚｽﾄﾗﾝ/定食 

夕食： ﾚｽﾄﾗﾝ/定食 

Ａ) 80分 

Ｂ) 80分 

Ｃ 

大館市 大館グリーンホテル 洋室/和室 
朝食： ﾚｽﾄﾗﾝ/定食 

夕食： ﾚｽﾄﾗﾝ/定食 

Ａ) 10分 

Ｂ)  8分 

大館市 矢立ハイツ 和室 
朝食： ﾚｽﾄﾗﾝ/定食 

夕食：宴会場/定食 

Ａ) 25分 

Ｂ) 20分 

大館市 千歳ホテル 和室 
朝食： 食堂 /定食 

夕食： 食堂 /定食 

Ａ) 20分 

Ｂ) 25分 

大館市 雪沢温泉 清風荘 洋室 
朝食：宴会場/定食 

夕食：宴会場/定食 

Ａ) 10分 

Ｂ) 15分 

北秋田市 旅館菅原館 和室 
朝食：宴会場/定食 

夕食：宴会場/定食 

Ａ) 30分 

Ｂ) 30分 

大館市 ホテルルートイン大館大町 洋室 
朝食： バイキング 

夕食：  × 

Ａ) 10分 

Ｂ)  8分 

大館市 ホテルルートイン大館駅南 洋室 
朝食： バイキング 

夕食：  × 

Ａ)  7分 

Ｂ)  5分 

Ｄ 大館市 ぽかぽか温泉ホテル 和室/洋室 
朝食：宴会場/定食 

夕食：宴会場/定食 

Ａ) 10分 

Ｂ)  8分 

 ＊大会会場までの所要時間は、Ａ）ニプロハチ公ドーム、 Ｂ）高館公園テニスコートまでの 

  車での所用時間になります。 

 ＊Ｃランクの、ホテルルートインは朝食のみで、夕食は付きません。 

 ＊ランドリー、駐車場、コンビニエンスストア等の情報は大会デスクへお尋ねください。 
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４．お弁当について 

（１）取り扱い日  令和４年７月２８日（木）～７月３１日（日） ４日間 
 

（２）弁 当 代 金  一食 ８００円 税込（お茶付） 
 

（３）申込について  ご宿泊と一緒の申込書でお申し込みください。 

           お弁当のみの予約もお受けいたします。 
 

（４）その他案内 

   ①お弁当は、11時から 13時まで各会場の弁当引換所にてお渡しします。 

   ②時節柄、お弁当が傷みやすくなっていますので、受取後は早めにお召し上がりください。 

   ③お弁当の空き容器は回収させていただきますので、指定時間までお持ちください。 

   ④大会弁当の他に、オプションで以下のお弁当もご希望によりご用意させていただきます。 

    ご希望の場合は申込書へご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．お取り消しについて 

  宿泊および弁当の取消しつきましては、以下のとおり取消料がかかります。 

  取消・変更により生じた差額につきましては、大会終了後ご返金させていただきます。 

宿 

泊 

取消日 取消料 

旅行開始日の前日から起算して４日目にあたる日までの解除 無 料 

旅行開始日の前日から起算して３日目から前日までの解除 旅行代金の  ３０％ 

旅行開始日当日（１２：００）の解除 旅行代金の  ５０％ 

当日１２時以降または無連絡不参加 旅行代金の １００％ 

 

弁 

当 

取消日 取消料 

前日１３時までの取り消し 無 料 

当日および無連絡の取り消し １００％ 

４ 

A）おにぎり弁当     (ｲﾒｰｼﾞ) B）ご当地名物弁当 

Ｂ〉花善 鶏めし 800円(税込・お茶なし) 

全国駅弁コンクールで１位になったこと

もある大館名物の駅弁です。 

Ａ〉おにぎり弁当 500円(税込・お茶付) 

試合の時間に応じて、食べ分けられるの

でスポーツ大会では好評です。 

画像はイメージで、内容が変わる場合もございます 



６．お申し込みについて 
 

  所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、申込締切日までファックスもしくはメールにてお申 

  し込みください。※名簿については、６月３０日（木）までご提出願います。 

  電話でのお申し込み、変更・取消しはトラブルの原因になりますのでご遠慮願います。 

  秋田までの交通手段や観光のご手配につきましても、最寄りの名鉄観光各支店へご相談下さい。 

 

● 申込開始日  令和４年４月２５日（月） 

● 申込締切日  令和４年６月２４日（金） 

ファックスもしくはメール申込送信後は、大会デスクより受付確認のご連絡をさせていただきま 

  すが、申込翌日にご連絡がない場合はお手数ですが大会デスクへお知らせください。 

 

 

７．宿泊決定通知・ご精算について 
 

  申込み責任者様に、７月８日（金）に全チーム一斉にファックスもしくはメールで「宿泊・弁当 

  確認書」「請求書」をお送りします。代金は請求書を受け取り後、７月１５日（金）まで指定口座 

  へお振込みください。 

本編は追って郵送いたしますので、大会へは「宿泊・弁当確認書」をご持参ください。 

 

 

８．個人情報の取扱いについて 
 

  ご旅行申し込みに際してご提出していただく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に提供いたします。 

  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。    （http://www.mwt.co.jp） 

 

 

９．お問い合わせ・お申し込み先について 
 

   【旅行企画・実施】 
 

   観光庁長官登録旅行業第 55号 （一社）日本旅行業協会正会員 

   名鉄観光サービス株式会社 秋田支店 

   第３９回全日本小学生ソフトテニス選手権大会デスク 
 
    〒010-0921 秋田市大町３-５-１秋田大町ビル 

    Tel;018-824-3301  Fax;018-824-3304  E-mail;akita@mwt.co.jp 

    担 当 者  山屋 洋一・石井 孝美 

    営業時間  平日 9:30～17:30 (土・日・祝日は休業) 
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会場までのアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各空港・駅からの会場までの所要時間（参考） 

 高館公園テニスコート ニプロハチ公ドーム 

大館能代空港 約 24㎞（車で約 25分） 約 26㎞（車で約 30分） 

青 森 空 港 約 82㎞（車で約 70分） 約 83㎞（車で約 70分） 

秋 田 空 港 約 134㎞（車で約 125分） 約 135㎞（車で約 125分） 

大 舘 駅 約 2㎞（車で約 4分） 約 3㎞（車で約 6分） 

秋 田 駅 約 114㎞（車で約 110分） 約 115㎞（車で約 115分） 

 

６ 

   

   

   

   

   

   

高館公園テニスコート● 
大館北 IC 


