
令和３年度 第42回 北信越中学校総合競技大会 

〈バスケットボール競技〉 

宿泊･昼食弁当 申込要項 【募集型企画旅行】 
 

宿泊・昼食弁当の手配については、東武トップツアーズ株式会社富山支店がお取扱いさせていただきます。 

 

１ 基本方針 
 
（１） 本大会参加者の宿泊場所は、必ず指定の宿舎を利用することとします。指定外の宿泊施設の利用は認めら

れません。指定宿舎以外の宿舎を利用した場合、緊急時の通達ができず、また必要書類の受渡しができない
ことが予想されます。なお、指定した宿泊施設の変更は認めません。 

（２） 変更によって生じたすべての紛議や損失は、任意に宿舎の変更した者がその責任を負うことになります。従っ
て、個人的に宿舎へ申し込むことはしないでください。 

（２）宿泊の取扱いは指定業者「東武トップツアーズ株式会社富山支店」」が企画・実施する「募集型企画旅行」で
あり、旅行条件は別紙「募集型企画旅行条件書」によります。また、弁当は「手配旅行契約」となります。 

（３）この要項の適用対象者は、選手・応援生徒・監督（引率）・コーチ・専門委員長・運転乗務員・役員とし、宿泊地
は開催市町及びその近郊とします。 

（４）環境及び食品衛生については特に配慮し、保健所等の指導を受けるものとします。 

 

２ 宿泊について（募集型企画旅行契約）  ※別紙の旅行条件書を事前に確認の上、お申し込みください 

 

(１)宿泊設定日について  令和３年８月３日（火）／８月４日（水） ２泊 

    ※大会日程：バスケットボール競技  ８月４日（水）～８月５日（木） 

 （２）宿泊プランについて 旅行代金は、１泊２食付、消費税・サービス料を含む１名当たりの料金です。 

    Ｓランク：１１，０００円  Ａランク：１０，０００円  Ｂランク：９，０００円  

  （３）利用宿泊施設一覧表については、【別表】の通りとします。 

（４）欠食の取り扱いについて 

１泊２食を原則としますが、欠食する場合は、旅行代金から夕食1,000円・朝食500円引きとします。 

ただし、事前に申し込む場合に限ります。現地での変更はお取扱いできません。   

（５）配宿について 【重要】 

①配宿の業務は、選手団（選手・監督・コーチ）を優先いたします。 

②【別表】ホテルランクの希望は承ります。ただし、宿泊施設名及び部屋タイプを指定することはできません。 

  ※ご希望のランク以外での配宿となる場合もございます。 

③選手・監督等の宿泊は、できる限り県・男女別を配慮致しますが、収容人員・申込人数・申込の日時などの

様々な要因により、この限りではございません。予めご了承ください。 

④各宿泊区分及び、宿泊施設の収容人員が満室に達した場合は、止むを得ず希望以外の宿泊施設または、 

利用予定宿泊施設以外の施設への配宿のご提案をさせていただく場合があります。 

⑤宿泊施設は駐車場を有してない施設や、駐車料金がかかる施設がございます。その場合は周辺駐車場を 

ご利用いただく場合がございます。宿泊施設決定後に各宿泊施設へ駐車料金をお問い合わせください。 

駐車料金は直接宿泊施設へお支払い頂きます様お願い致します。なお車種・台数に制限がある場合がござ 

います。予めご了承ください。 

⑥応援保護者の希望については、取扱い各社に別途お問い合わせください。 

 

◆バスケットボール競技 （会場地区：朝日町・入善町・黒部市・魚津市・滑川市） 

ランク 地区 施設名 食事条件 部屋タイプ 

S 宇奈月 延対寺荘 １泊２食 和室 

S 宇奈月 やまのは １泊２食 和室 

S 宇奈月 ホテル黒部 １泊２食 和室 

S 朝日 ホテルおがわ １泊２食 和室 

S 魚津 金太郎温泉 １泊２食 和室 

A 魚津 スカイホテル魚津 １泊２食 洋室 



A 魚津 スカイホテル魚津アネックス １泊２食 洋室 

A 魚津 アパホテル<魚津駅前> １泊２食 洋室 

A 魚津 元祖 仁右衛門家 １泊２食 和室 

A 魚津 お宿 いけがみ １泊２食 和室 

A 魚津 スカイホテル滑川 １泊２食 洋室 

B 朝日 紋左 １泊２食 和室 

B 朝日 有磯 １泊２食 和室 

B 朝日 あけぼの １泊２食 和室 

B 朝日 ドライブインきんかい １泊２食 和室 

B 朝日 城山荘 １泊２食 和室 

B 入善 バーデン明日 １泊２食 和室・洋室 

B 入善 かしはら館 １泊２食 和室 

B 黒部 エスクワイアシティホテル １泊２食 洋室 

B 魚津 ホテルルートイン魚津 １泊２食 洋室 

B 魚津 ホテル美狼館 １泊２食 洋室 

B 滑川 海老源 １泊２食 和室 

B 滑川 海老よし １泊2食 和室 

（１）最少催行人員１名。添乗員は同行致しません。 

（２）ホテルルートインの朝食は、ホテルによる無料サービスです。 

（３）和室の場合は部屋定員（原則２畳に１名）、洋室の場合は（シングル・ツイン・トリプル）エキストラベッド 

を含めたベッド数とさせて頂きます。その際、選手と応援生徒、監督や引率者・コーチ・バス乗務員・役員等 

の方々同士が同室となることがございますのでご了承下さい。 

（４）宿泊施設・部屋タイプの指定は出来ません。  

（５）借上バス、自家用車等の駐車場については申込責任者が宿舎と連絡を取って確認をしてください。 

なお、駐車料金については別途有料となる場合があります。 

（６）競技によっては、会場近くに宿舎が確保できない場合もあります。 

（７）申込責任者となる方には、取扱会社及び各宿泊施設から直接連絡をすることがございますので、携帯電話 

番号等の確実に連絡をとれる番号を記してお申し込みをお願いします。 

（８）チェックインは原則として、１５時から、チェックアウトは１０時までとします。 

それ以外のお時間でのご利用には、追加代金が必要となりますのでご了承ください。 

又、入宿が深夜になる場合は、予め宿舎と連絡を取り、事前に相談しておいてください。 

 

３．昼食について  ※お弁当は旅行契約には該当致しません。付帯サービスとしてお申し込みを承ります。 

 

(１) 昼食設定日 令和３年８月４日（水）～８月５日（木） ２日間 

(２) 昼食(お弁当)代金について 昼食代金は１食８８０円（お茶付・消費税を含む） 

(３) その他 

① 宿泊申し込み時に、共通の申し込み用紙に必要事項を記入しお申込み下さい。  

② 昼食（お弁当）の引換は、１１時～１２時３０分の間に、指定された弁当引換所にて交換致します。 

③ 時節柄、お弁当が傷みやすくなっております。受け渡し後は屋内で風通しの良い日陰の机・イス 

   の上で保管し、お受け取り後はすぐにお召し上がり下さい。 

④ 応援保護者の希望については、取扱い各社に別途お問い合わせください。 

⑤ お弁当の空箱の回収を行います。空き箱は弁当引換え所に１５時までにお持ち下さい。 

 

４．変更・取消について 
 
申込後の変更・取消のご連絡は、Webでの直接変更又は宿泊者名簿をFAX（添付様式）にてご連絡の場合は加筆

訂正してからお知らせ下さい。 

間違い防止の為、電話による変更・取消はお受け致しません。 

大会期間中は弊社富山支店代表電話にてお申し出下さい。 

取消日とはお客様が弊社の営業日・営業時間内にお申し出いただいた日とさせて頂きます。 

ご返金は取消料を差し引き、大会終了後に申込責任者宛ご指定の金融機関口座へ送金させて頂きます。  

◎お客様のご都合により予約を取り消す場合には、下記の取消料を申し受けます。  

宿泊について契約成立以降に解除される場合は 1 泊ごとに下記の取消料を申し受けます 



取消し料 

 （１）宿泊については次のとおりとします（募集型企画旅行） 

 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

２日前まで 
前日 当日（旅行開始前） 旅行開始後の解除また無連絡不参加 

 

 

 

 
無 料 ４０％ ５０％ １００％ 

※取消可能時間は、土日祝日を除く午前 9:30～17:30 までです。  

※ご宿泊当日 12 時までに取消の連絡がない場合は無連絡不泊として取扱い100％の取消料を申し受けます。 

 

（２）昼食については次のとおりとします  ※昼食は旅行契約には該当致しません。 

 利用日前日の１６時まで 利用日前日の１６時以降  

無 料 １００％ 

※昼食お弁当の個数変更・追加等につきましては、前日の１５時までに「東武トップツアーズ富山支店」または、 

大会会場内お弁当配布デスクのスタッフに最終個数を必ずご連絡下さい。 

 

５． お申込み方法について 
 

（１）お申込方法―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――- 

競技毎の大会専用ホームページでの申し込みとなります。 

出場が決定次第、速やかに下記ＵＲＬからお申込み下さい。 

【バスケットボール】 https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/basketballcompetition/ 

（２）お申込締切日――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

令和３年７月２３日（金）１７時まで 

（３）宿舎決定の連絡―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

令和３年７月２７日（火）１６時までに、競技ごとの大会専用ホームページ上にて掲載します。 

宿舎決定後の宿泊者名簿のご連絡は、Webでの直接入力、又はFAX（添付様式）にて速やかにお知らせ下さい。 

（４）お支払方法―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

令和３年７月２９日（木）１５：００迄に、弊社指定口座へお振込みください。  

振込手数料はお客様負担となりますことをご了承ください。  

【振込先】 北陸銀行 富山駅前支店 （普通）１０４９２８１ 東武トップツアーズ㈱富山支店 なお、大会当日に会場

及び宿泊施設でのお支払いは受け付けておりません。 

（５）領収証について―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

領収書はお振込み時の控えをもって領収書に代えさせて頂きます。 

別途、弊社領収書発行をご希望の場合は、ご自身でＷｅｂにて必要事項をご入力の上、直接の発行となります。 

また、複数枚に分けての発行希望の場合はＦＡＸ（添付様式）にて必要事項をご記入の上、お知らせください。 

領収証は大会開催期間中にお渡し致しますので、会場内お弁当配布デスクにお立ち寄り下さい。 

 

６．個人情報の取り扱いについて 
 

申込書に記載された個人情報につきましては、お客様との連絡の為や、宿泊・昼食（お弁当）等の提供するサービ スの手配及

び、受領の為の手続きに利用させて頂く他、必要の範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供致します。また、実行委員会

にも提出致します。 当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホ－ムページでご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

承認番号：客国 21-203 

【旅行企画・実施】  

お申込・お問い合わせ先  

東武トップツアーズ株式会社富山支店  
「第42回北信越中学校総合競技大会バスケットボール競技」窓口 
観光庁長官登録旅行業第 38 号 JATA 正会員 ボンド保証会員 総合旅行業務取扱管理者/ 伊藤信彦  

〒930-0029 富山県富山市本町9‐10 大同生命ビル7階 

 TEL 076-431-7638 FAX 076-441-6790  営業時間 平日 09:30～17:30 （土曜・日曜・祝日休業）  

E－mail ：2021basketballcompetition.toyama@tobutoptours.co.jp 担当者 永田・高田・温井 

『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ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

 

mailto:2021basketballcompetition.toyama@tobutoptours.co.jp

