
この度は「令和2 年度 第 44 回全国高等学校ハンドボール選抜大会」ご出場おめでとうございます。本大会開催に

あたり、弊社 近畿日本ツーリスト関東にて、皆様の宿泊施設・弁当等の手配・斡旋をお手伝いさせていただくことに

なりました。よろしくお願い申し上げます。つきましては申し込み方法を下記のとおりご案内させていただきます。

また大会期間中のご宿泊については、必ず弊社からお申込みくださいます様、お願い申し上げます。 

3/22～3/24宿泊分・3/23～3/25 昼食弁当分は、WEBにて事前申込、3/25～3/29 宿泊分・3/26～3/29 昼

食弁当分は大会期間中に各会場のKNTデスクにて申込となりますので、ご注意ください。 

１．宿泊プランについて 

(1)株式会社近畿日本ツーリスト関東の募集型企画旅行となります。 

(2)このプランの募集型企画旅行契約は、グループの代表者を契約責任者とする「団体・グループ契約」とします。 

(3)旅行期間：令和3年3月22日（月）・23日（火）・24日（水）・25日（木）・26日（金）・27日（土）・ 
                                        28 日（日）・29日（月） 

※上記期間中の１泊よりお申し込みを承ります。 

 (4)宿泊地：山梨県内（甲府駅周辺・湯村温泉・春日居・石和温泉） 

(5)旅行代金（1泊１名あたり／1泊2食付き）： 
Ａ-1＜甲府・山梨市・春日居・湯村温泉＞（洋室タイプ）11,000円 
A-2＜石和温泉・春日居＞（和室タイプ）12,000円 
B-1＜甲府・石和温泉＞（洋室タイプ）10,000円 
B-2＜湯村温泉＞（和室タイプ）9,000円 

 ※別紙宿泊施設一覧をご参考にしてください。 

(６)日程表 

日付            行程 食事 

3/22（月） 
出発地・・・・（各自にて移動）・・・・ホテル（泊） 

（チェックイン15:00以降） 
朝：×、昼×、夕：〇 

3/23（火） ホテル・・・・（各自にて移動）・・・・ホテル（泊） 朝：〇、昼×、夕：〇 

3/24（水） ホテル・・・・（各自にて移動）・・・・ホテル（泊） 朝：〇、昼×、夕：〇 

3/25（木） ホテル・・・・（各自にて移動）・・・・ホテル（泊） 朝：〇、昼×、夕：〇 

3/26（金） ホテル・・・・（各自にて移動）・・・・ホテル（泊） 朝：〇、昼×、夕：〇 

3/27（土） ホテル・・・・（各自にて移動）・・・・ホテル（泊） 朝：〇、昼×、夕：〇 

3/28（日） ホテル・・・・（各自にて移動）・・・・ホテル（泊） 朝：〇、昼×、夕：〇 

3/29（月） ホテル・・・・（各自にて移動）・・・・ホテル（泊） 朝：〇、昼×、夕：〇 

3/30（火） 
ホテル・・・・（各自にて移動）・・・・帰着地 

（チェックアウト10:00） 
朝：〇、昼×、夕：× 

(7)最少催行人員は１名で、添乗員は同行いたしません。 

(8)旅行代金に含まれるもの①１泊の宿泊代金②日程表に記載の食事代金 

(9)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。その一部を例示します） 
①個人的性格の費用：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 
④大会会場、宿泊地までの交通費 
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【宿泊・弁当申込のご案内】



(10)配宿方法 
  ■宿泊限度人数は各チーム大会登録人数20名までとします。＜乗務員は別枠＞ 
   （監督・引率責任者・コーチ・選手・マネージャー等役員） 
  ■お部屋割りについて 
   学校別、男女別に設定いたします。監督・コーチは別室にさせていただきます。 
   ※部屋タイプの指定は承っておりません。 
   ※和室利用の場合の部屋割りは、基本的に2名以上でのご利用となり、1名での利用の場合は、 
    追加料金が発生する場合があります。 
   ※部屋割りには禁煙ルーム以外の部屋が割り当てになる場合もございますので予めご了承ください。 

割り当てになった際は事前に消臭対応をさせていただきます。 
※宿泊施設の絶対数もございますので、定員以下での部屋利用は難しい事があります。 
感染症対策について、各宿泊施設ごとに対策は取って頂いております。 

 ■宿泊施設ランクの一部に希望が集中した場合について 
申込み人員や配宿の都合上、ご希望に添いかねる場合もございます。 
宿泊施設ランクの優先順位、交通手段等を総合的に勘案して配宿させていただきます。 
また、施設一覧以外の同等クラスの宿泊施設をご案内させていただく場合もございますので予めご了承ください。 

  ■他校との同じ宿泊施設をご希望の場合について 
   極力配慮いたしますが、宿泊施設の都合（食事会場や客室数など）によりご希望に添いかねる場合もございます。 

また、複数の都道府県の学校が同じ宿泊施設になる場合がございますので予めご了承ください。 
■3月22日（月）開会式前日の宿泊も受付させて頂きます。 
宿泊ご人数および客室の状況により、25日（木）2回戦以降は宿泊地を移動していただく事がございます。 
宿泊施設の客室提供数事情により、大会期間中は大変恐れ入りますが複数回の宿泊施設の移動が 
発生してしまうことがあります。あらかじめご了承ください。 
■敗戦日当日、宿泊希望の学校様は試合当日15:00までにツアーデスクにお申付けください。 

（11）宿泊施設のチェックイン・チェックアウトについて 
   原則としてチェックインは15時以降、チェックアウトは10時までといたします。 

(12) 朝食および夕食をご利用にならない場合について 
本プランではお受けできかねますので、予めご了承ください。 

２．昼食弁当について 

(1) 弁当代金：９００円（税込）※パック茶付 
（旅行代金に含まれておりませんので、宿泊とは別にお申込みが必要です） 

(2)弁当のみの手配も受付いたします。（旅行契約外・弁当斡旋として承ります） 
当日の販売はございませんので、ご希望の場合は事前にお申込みください。 
弁当受け渡し場所：大会会場受付（ＫＮＴデスク）11：00～14：00 
お弁当のゴミは、14：30までにＫＮＴデスクへご返却ください。

(3)3 月 26日（金）＜3回戦＞以降の弁当申込については、各会場のKNTデスクの係員へ、 
前日15:00 までにお申込ください。

３．申込方法について（宿泊・弁当の申込み） 

ＷＥＢよりお申し込みください。弁当のみの手配も受付致します。 
山梨県高等学校体育連盟ハンドボール専門部公式ホームページのおしらせ 
「令和2年度第44回全国高等学校ハンドボール選抜大会」内をご覧いただき、お申込みください。 
https://www.handball.yamanashi-koutairen.jp/

宿泊プランの対象：監督・引率責任者・コーチ・選手・マネージャー等役員・乗務員 

４．お申込期限 令和 3年 2月 19日（金）１７：００までとさせていただきます。

5.. 宿泊施設の決定及び宿泊代金・弁当代金のお支払いについて 

(1) 【配宿完了メール予定日：3月5日（金）】配宿終了次第、 
各学校の連絡責任者様メールアドレス宛に配宿完了のご連絡をいたします。 
決定施設・料金については、マイページにてご確認ください。別途請求書は送付いたします。 

(2)請求書は送付いたします。旅行代金等については、送付請求書に明記の指定口座に期日【3月17日（水）まで】 
にお振り込みください。※また、振込手数料は、お客様負担とさせていただきますので予めご了承ください。 

(3)3 月 24日（水）＜1回戦＞宿泊予約分までは事前入金、3月25日（木）＜2回戦＞以降の宿泊予約分について 
  は、大会終了後1週間以内4月6日（火）までにお振込頂けます様、お願い致します。 
  宿泊料金は、マイページにてご確認頂けます様、お願い致します。



(4)領収証が必要な方は入金完了の確認と「領収証発行依頼書」ご提出の確認ができ次第、発行致します。 
大会期間中、ＫＮＴデスクにてお渡しさせて頂きます。 
大会期間中に変更等が発生した場合は、後日作成し、郵送させていただきます。 

６．人員の変更・取消について 

(1) 申込締切日まではＷＥＢサイトで手続きができます。 
申込締切日以降の変更・取消はＷＥＢサイトでは承っておりません。 
下記お申込み・お問合せ先までメールまたはＦＡＸにてご連絡ください。 

  なお、お電話でのご連絡はお受け致しかねますのでご了承ください。 
  （宿泊施設への直接の連絡は、トラブルの原因になりますので、お控えください。） 
  変更・取消につきましては連絡が弊社に到着した時点で有効となります。但し、営業時間外にご到着したご連絡に
つきましては、翌営業日の受付扱いとなりますのでお気を付けください。 
取消・変更に伴う返金は、大会終了後の4月中に振込にて精算させていただきます。 
お客様の都合による変更・取消につきましてはお一人様につき、下記（２）の取消料を申し受けます。 
大会期間中の変更・取消については、各会場のＫＮＴデスクの係員にお伝えください。

(2) 宿泊・昼食弁当の取消料 

           ■初泊日を基準とした宿泊プランに関する取消料（募集型企画旅行） 

取消日 
旅行開始 

5日前～3日前 

旅行開始 

2日前 
旅行開始前日 旅行開始当日 

取消料率 旅行代金に対して３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

＊試合結果に伴う当日取消につきましては、不可となります。 
【例】3月24日（水）1回戦当日の第1試合で敗戦。当日は敗戦してもご宿泊頂きます。 

■昼食弁当のみの手配（斡旋）に関する取消料 

取消日 弁当予約日の前日 15:00まで  前日 15:00以降 

または未渡し 

取消料率 無料  100％ 

＊3月 22日（月）以降の弁当数量変更・取消のご連絡は、大会当日ＫＮＴデスクにて弊社スタッフに 

     15時までに直接お伝えするようお願いします。

＜お申し込み・お問い合わせ先＞ 

株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス 

トラベルサービスセンター東日本 

「第44回全国高等学校ハンドボール選抜大会担当デスク」 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル3階301号室 

TEL：0570-064-205 FAX：03-6730-3230 営業時間 月～金 10:00～17:00（土日祝日はお休み） 

※ご変更・取消の連絡が休業日・営業時間外の場合は、翌営業日の扱いとなりますので、あらかじめご了承ください。 

問い合わせE-mail: yamanashi-2021handball@or.knt.co.jp 

＜旅行企画・実施＞ 

株式会社近畿日本ツーリスト関東 甲府支店 
観光庁長官登録旅行業第2052号  

一般社団法人日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会会員 

 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内２－1－１ 開柳堂土屋ビル4階   

 ＴＥＬ055-228-7311 ＦＡＸ055-222-8600  

総合旅行業務取扱管理者：遠藤仁、駒田茂司 

※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に関する責任者です。このご旅行の契約

等に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質

問ください。 

 個人情報管理者：遠藤仁                   旅行条件の算出基準日：令和3年1月29日 

                                    管理番号 0131-20-12-0001 



ホテルルートインコート甲府 甲府市
バストイレ付洋室
（シングル・ツイン）

アパホテル＜甲府南＞ 甲府市
バストイレ付洋室
（シングル・ツイン）

センティアホテル内藤 甲府市
バストイレ付洋室
（シングル・ツイン）

ホテルルートインコート山梨 山梨市
バストイレ付洋室
（シングル・ツイン）

春日居びゅーほてる 春日居
バストイレ付洋室
（シングル・ツイン）

湯村ホテル 湯村温泉
バストイレ付洋室
（シングル・ツイン）

ホテル石風 石和温泉 和室

石和びゅーほてる 石和温泉 和室

ホテル春日居 春日居 和室

民芸風旅館 大棟苑 春日居 和室

ホテル古柏園 春日居 和室

木創りの宿 きこり 石和温泉 和室

ホテル八田 石和温泉 和室

ホテルふじ 石和温泉 和室

ホテル石庭 石和温泉 和室

ホテル花いさわ 石和温泉 和室

ホテル千石 石和温泉 和室

華やぎの章 慶山 石和温泉 和室

華やぎの章 甲斐路 石和温泉 和室

石和常磐ホテル 石和温泉 和室

甲府ワシントンホテルプラザ 甲府市
バストイレ付洋室
（シングル・ツイン）

ホテル内藤・甲府昭和 甲府市
バストイレ付洋室
（シングル・ツイン）

ホテルルートインコート甲府石和 石和温泉
バストイレ付洋室
（シングル・ツイン）

東横イン 甲府駅南口Ⅱ 甲府市
バストイレ付洋室
（シングルツイン）

コンフォートイン甲府 甲府市
バストイレ付洋室
（シングル・ツイン）

ホテル 弘法湯 湯村温泉 和室

ホテル 吉野 湯村温泉 和室

旅館 明治 湯村温泉 和室

【夕食：ジェフグルメカード】

1泊2食付き
（夕食ジェフグルメカード）

20分/15分/40分/30分 3/22IN～3/26OUT

25分/25分/25分/15分

25分/25分/25分/15分

3/22IN～3/27OUT

3/22IN～3/30OUT

3/22IN～3/30OUT

3/22IN～3/30OUT

1泊2食付き
（夕食ジェフグルメカード）

②3月26日（金）＜３回戦＞以降、宿泊候補施設⇒上記「宿泊予約期間」3/22IN～3/26OUTまで 以外の施設
③3月27日（土）＜準々決勝＞以降、宿泊候補施設⇒上記「宿泊予約期間」3/22IN～3/27OUTまで 以外の施設

※２回戦以降の宿泊施設は、トーナメント表にて指定をさせて頂きますので、あらかじめご理解頂けます様、お願い致します。
　 宿泊施設については、下記をご参考にしてください。＜勝敗に関わらず宿泊施設変更が生じる場合があります＞
①3月25日（木）＜２回戦＞以降、宿泊候補施設⇒上記「宿泊予約期間」3/22IN～3/25OUT 以外の施設

3/22IN～3/26OUT

3/22IN～3/26OUT

夕食設定がないホテルにご宿泊の場合にはジェフグルメカード1,500円分をお渡しさせて頂きます。
全国の加盟店舗でご利用が可能なお食事券で有効期限がなく、原則お釣りも出ます。
ご宿泊施設周辺でご利用いただけます。

1泊2食付き

1泊2食付き

ホテル名 市町村 食事条件

1泊2食付き

1泊2食付き

1泊2食付き

1泊2食付き

宿泊施設チェックイン時にホテルフロントにてお渡し致します。

1泊2食付き 35分/5分/35分/30分

1泊2食付き
（夕食ジェフグルメカード）

20分/25分/40分/30分

1泊2食付き

10分/15分/35分/30分

1泊2食付き
（夕食ジェフグルメカード）

大会会場
小瀬/緑ヶ丘/塩山/山梨市

までのアクセス
（車での所要時間目安）

25分/15分/40分/35分

10分/25分/35分/30分

20分/15分/35分/30分

35分/30分/15分/5分

30分/30分/25分/10分

30分/30分/25分/10分

1泊2食付き

Ｂ

Ａ

料金
(税込)

 9,000

 12,000

ランク エリア

2

2

Ａ 1  11,000

Ｂ 1  10,000

1泊2食付き

1泊2食付き

1泊2食付き

1泊2食付き

1泊2食付き

1泊2食付き

1泊2食付き 25分/25分/25分/15分

1泊2食付き 25分/25分/25分/15分

部屋タイプ

1泊2食付き

1泊2食付き

1泊2食付き

1泊2食付き

1泊2食付き
（夕食ジェフグルメカード）

1泊2食付き

1泊2食付き

宿泊予約期間

3/22IN～3/25OUT

3/22IN～3/25OUT

3/22IN～3/25OUT

3/22IN～3/26OUT

3/22IN～3/25OUT

3/22IN～3/25OUT

3/22IN～3/25OUT

3/22IN～3/25OUT

3/22IN～3/25OUT

3/22IN～3/26OUT

3/22IN～3/26OUT

3/22IN～3/25OUT

3/22IN～3/25OUT

30分/25分/20分/15分

25分/25分/25分/15分

35分/5分/35分/30分

35分/5分/35分/30分

25分/25分/25分/15分

35分/5分/35分/30分

25分/25分/25分/15分

20分/25分/30分/20分

25分/25分/25分/15分

3/22IN～3/26OUT

3/22IN～3/26OUT

3/22IN～3/27OUT

15分/20分/40分/30分 3/22IN～3/25OUT

20分/20分/40分/30分 3/22IN～3/25OUT

3/22IN～3/30OUT

3/22IN～3/30OUT

25分/25分/25分/15分

25分/25分/25分/15分

30分/30分/20分/10分

3/22IN～3/26OUT


