
第３２回東海高等学校バスケットボール新人大会 

 

宿泊プラン・交流会・弁当のご案内 

 

 

   １．ご宿泊プラン手配取扱期間について  

平成３１年２月８日（金）～２月１０日（日）の３日間（2/8、2/9 の 2 泊）手配させて頂きます。 

 

  ２．宿泊プランの行程  

 

日次 
行程 

（往復の交通費は含まれておりません） 
食事条件 

１日目 自宅または前泊または各地 →（交通はお客様負担）→ 宿泊施設 
朝× 昼× 夕○※ 

※朝食付プランの場合× 

２日目 宿泊施設 →（交通はお客様負担）→ 自宅または後泊または各地 朝〇 昼× 夕× 

※ご移動交通は含んでおりません。お客様にてご手配、ご旅程の管理をお願い申し上げます。 

 

３．ご利用条件について  

（１）旅行（宿泊プラン）代金について（１名当り／定員利用／税金・サービス料込） 

 
宿泊施設名 食事条件 客室利用条件 旅行（宿泊プラン）代金 

静岡ホテル時之栖 

１泊朝食 

１名１室（本館シングル） 
8,500 円 

２名１室（別館ツイン） 

５名１室（別館和室） 
6,500 円 

８名１室（別館和室） 

１泊２食 

１名１室（本館シングル） 
9,800 円 

２名１室（別館ツイン） 

５名１室（別館和室） 
7,800 円 

８名１室（別館和室） 

ホテルルートイン 

清水インター 

１泊朝食 
１名１室（シングル） 

9,800 円 
２名１室（ツイン） 

１泊２食 
１名１室（シングル） 

11,000 円 
２名１室（ツイン） 



 

 

 

■静岡ホテル時之栖 

〒422-8006 静岡市駿河区曲金 6-1-54 ℡０５４－２８５－０００１ 

東静岡駅より徒歩約１５分・このはなアリーナまで車で約１０分 

ホテル客室はシングル（１名１室）ツイン（２名１室）和室（５名１室）和室（８名１室）から 

お選び下さい。 

  ※ 本館シングルルーム３０室（禁煙）３０名 ／ 別館ツインルーム３室（禁煙）６名 

    別館和室１０畳５室（禁煙）２５名 ／ 別館和室１６畳８室（禁煙）６４名 

     【ホテル概要】 

     ・チェックインは１５時００分以降、チェックアウトは１０時００分。それ以前のチェックイン 

又はそれ以降のチェックアウトについては追加代金がかかる場合がございます。 

     ・駐車場は無料です。（２台まで） 

     ・朝食は本館１階レストランにて６：３０～８：３０です。朝食を召し上がらなくても、ご返金は 

ございません。 

夕食の場所、時間、内容は調整中です。 

     ・本館２階に大浴場がございます。男女入れ替え制です。ご宿泊者は無料でご利用いただけます。 

      

■ホテルルートイン清水インター 

〒424-0024 静岡県静岡市清水区八坂東１－２０－２０ ℡０５０－５８４７－７４０１ 

清水駅より車で約１０分・清水インターより車で１分・このはなアリーナまで車で約２０分 

ホテル客室はシングル（１名１室）ツイン（２名１室）からお選び下さい。 

  ※ シングルルーム２２室（禁煙）２２名 ／ ツインルーム５室（禁煙）１０名 

     【ホテル概要】 

     ・チェックインは１５時００分以降、チェックアウトは１０時００分。それ以前のチェックイン 

又はそれ以降のチェックアウトについては追加代金がかかる場合がございます。 

     ・駐車場は無料です。（１台まで） 

     ・朝食は１階レストランにて６：３０～９：００です。朝食を召し上がらなくても、ご返金は 

ございません。 

夕食は１階レストランにて(時間は調整中)内容はバイキングとなります。 

     ・１階に大浴場がございます。ご宿泊者は無料でご利用いただけます。 

宿泊施設名 食事条件 客室利用条件 旅行（宿泊プラン）代金 

ホテルルートイン 

焼津インター 

１泊朝食 
１名１室（シングル） 

8,800 円 
２名１室（ツイン） 

１泊２食 
１名１室（シングル） 

10,000 円 
２名１室（ツイン） 

ホテルルートイン 

藤枝駅北 

１泊朝食 
１名１室（シングル） 

8,800 円 
２名１室（ツイン） 

１泊２食 
１名１室（シングル） 

10,000 円 
２名１室（ツイン） 

三保シーサイドホテル 
１泊朝食 ５名１室（和室） 8,800 円 

１泊２食 ５名１室（和室） 9,300 円 



■ホテルルートイン焼津インター 

〒425-0091 静岡県焼津市八楠１－２７－７ ℡０５４－６７１－０００１ 

焼津駅より車で約１０分・焼津インターより車で約１分・このはなアリーナまで車で約４０分 

ホテル客室はシングル（１名１室）ツイン（２名１室）からお選び下さい。 

  ※ シングルルーム２室（禁煙）２名 ／ ツインルーム１４室（禁煙８室・喫煙６室）２８名 

     【ホテル概要】 

     ・チェックインは１５時００分以降、チェックアウトは１０時００分。それ以前のチェックイン 

又はそれ以降のチェックアウトについては追加代金がかかる場合がございます。 

     ・駐車場は無料です。（１台まで） 

     ・朝食は１階レストランにて６：３０～９：００です。朝食を召し上がらなくても、ご返金は 

ございません。 

夕食は１階レストランにて、時間は未確定です。バイキングもしくはセットメニューです。 

     ・１階に大浴場がございます。ご宿泊者は無料でご利用いただけます。 

 

■ホテルルートイン藤枝駅北 

〒426-0037 静岡県藤枝市青木１－１０－１６ ℡０５４－６４５－８０００ 

藤枝駅より徒歩約１０分・このはなアリーナまで車で約５０分 

ホテル客室はシングル（１名１室）ツイン（２名１室）からお選び下さい。 

  ※ シングルルーム４８室（禁煙３３室・喫煙１５室）４８名  

ツインルーム６室（禁煙４室・喫煙２室）１２名 

     【ホテル概要】 

     ・チェックインは１５時００分以降、チェックアウトは１０時００分。それ以前のチェックイン 

又はそれ以降のチェックアウトについては追加代金がかかる場合がございます。 

     ・駐車場は無料です。（２台まで） 

     ・朝食は１階レストランにて６：３０～９：００です。朝食を召し上がらなくても、ご返金は 

ございません。 

夕食は１階レストランにて、時間・内容は未確定です。 

     ・１階に大浴場がございます。ご宿泊者は無料でご利用いただけます。 

 

■三保シーサイドホテル福田家 

〒424-0901 静岡県静岡市清水区三保２７２８－４ ℡０５４－３３４－０１２４ 

このはなアリーナまで車で約３５分 

ホテル客室は和室（５名１室）からお選び下さい。 

  ※ 和室１０畳６室 ３０名  

     【ホテル概要】 

     ・チェックインは１５時００分以降、チェックアウトは１０時００分。それ以前のチェックイン 

又はそれ以降のチェックアウトについては追加代金がかかる場合がございます。 

     ・駐車場は無料です。（２台まで） 

     ・朝食は１階レストランにて７：００～８：３０です。朝食を召し上がらなくても、ご返金は 

ございません。 

夕食は１階レストランにて１８：００～１９：００です。。 

     ・１階に大浴場がございます。ご宿泊者は無料でご利用いただけます。 



          

※ ホテルのご希望は先着順になります。ご回答につきましては、ご希望に添えない場合や満室により 

お手配できない場合もございますので、ご了承下さい。 

 

添乗員の同行はございません。チェックインの手続きはご自身でお願いいたします。  

 

 ４．弁当の取扱について  

  ご希望により、以下の代金にてお弁当を手配いたします。 

ご希望される方は、必ず事前にお申込みをお願いします。 

（１）代金 

 

 

（２）取扱期間 

    平成３１年２月９日（土）・２月１０日(日)２日間のみとなります 

（３）弁当の引換時間は、大会会場内で指定の「弁当引換所」にて、引き換え致します。 

   （４）当日、弁当引換の際は引換所にて学校名と責任者名をお伝え下さい。 

（５）衛生管理上、弁当引換後、１時間以内にお召し上がりください。  

  （６）当日会場での申込・販売はございません。 

（７）その他 

   アレルギーをお持ちの方は、申込書に表記をお願いします。 

   空箱も回収いたしますので、お渡し時にお伝えする時間と場所に返却をお願いします。 

 

６．申込方法・お支払いについて  

 

（１）申込方法について 

   出場が決定しましたら、ＦＡＸにてお申込をお願い致します。 

   お電話等、口頭による申込、変更、取消は一切行っておりませんのでご了承下さいませ。 

また、申込の受領連絡も致しません。 

（２） 申込締切日について 

申込締切日は、２月４日（月）１７：３０とします。 

（３） 宿泊プラン・弁当の代金請求書等の「ご請求書」の発送について２月７日（水）頃までに 

ご記入いただいた書類送付先に、「ご請求書」等を送付いたします。 

（４） お支払について 

旅行代金は、２月８日（木）までに「ご請求書」に同封させて頂く請求書の指定口座へ 

お振込み下さいませ。お振込に際して、依頼人名は「学校名＋申込責任者名」でご入力 

願います。なお、振込手数料はご負担いただきますようお願い致します。 

（５） ご返金について 

お申込内容の変更・取消により返金が生じた場合、大会終了後、事前にご指定いただいた 

金融機関の口座にお振込みにてご返金いたします。 

（当日大会会場での返金は混乱を避けるため、受付いたしませんのでご承知下さい） 

 

 

お弁当代金 ￥８５０ お弁当・１食／税込／お茶付 



（６） 領収書について 

領収書をご希望の学校は、必要事項（宛名、金額、但し書き）を任意の書面にて当社まで 

FAX にてご指示下さい。大会終了後に発送させていただきます。（受付は平成３１年２月 

１８日（月）まで）なお、本来の内容と異なる表記や宛名の「上様」宛名無し等の領収書は

作成できませんので、ご了承下さいませ。 

 

 

７．変更・取消料について  

   （１）取消料 

      旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除される時は、下記の金額を取消料として 

      申し受けます。 

     【宿泊プラン】                 【お弁当】 

     

                         

 

 

 

 

 

 

  
          ※起算日：旅行開始の前日から起算してさかのぼったものです。 

 
 
 

（２）宿泊プラン・弁当の取消・変更について 

所定の「変更・取消等受付用紙」に必要事項をご記入の上、FAX にて下記「㈱ＪＴＢ 

静岡支店」にご連絡ください。お電話での受付は行いませんので、ご注意ください。 

 

８．お申込み、お問い合わせ先  

  緊急な変更やご不明な点、困った事などがございましたら遠慮なくご相談ください。 

㈱ＪＴＢ 静岡支店                      

観光庁長官登録旅行業第 64 号 

〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町５－９ 静岡フコク生命ビル８F 

TEL：０５４－２５１－２３９８   FAX：０５４－２５３－４１３５ 

総合旅行業務取扱管理者：古牧 憲之 

担  当：齋藤 ひとみ・長島 彩加 

営業時間：９：３０～１７：３０（土・日・祝祭日休業）     

  

  ※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。ご旅行の契約に不明な点が 
   ございましたら、遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。 
 
 
 
 

 

契約解除の日 取消料 

～10 日前 無料 

9 日前～2 日前 30％ 

前日 40％ 

当日 50％ 

旅行開始後の解除 

又は無連絡不参加 
100％ 

 

契約解除の日 取消料 

～10 日前 無料 

9 日前～2 日前 無料 

前日 100％ 

当日 100％ 

旅行開始後の解除 

又は無連絡不参加 
100％ 

 


