
第47回
全国高等学校選抜バドミントン大会

【宿泊・弁当のご案内】

期間：平成31年3月23日（土）～3月27日（水）

会場：ひたちなか総合体育館・笠松運動公園体育館

観光庁長官登録旅行業第３８号 ＪＡＴＡ正会員

茨城南支店



ご挨拶

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

この度は、第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会が茨城県ひたちなか市で開催されるに

あたり、全国各地より来茨されますことを心より歓迎申し上げます。

開催にあたりまして、開催にご参加いただく皆様方のお手伝いを東武トップツアーズ（株）

茨城南支店が担当させていただく運びとなりました。

つきましては、宿泊プランとお弁当に関しましてご案内申し上げます。

皆様の来茨を心よりお待ち申し上げます。

謹泊

東武トップツアーズ(株)茨城南支店

支店長 山本 陽一

【お申込方法】
（1）所定のお申込書に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお申込ください。

【東武トップツアーズ（株）茨城南支店 全国高等学校選抜バドミントン大会デスク】宛

ＦＡＸ ： ０２９－８３５－３２０５
（2）申込締切⽇：平成３１年２⽉１５⽇（⾦）必着 とさせていただきます。
（3）宿泊決定通知書：平成３１年２⽉２８⽇（⽊）を目途に順次発送をいたします。

申込書に基づき、申込責任者（書類送付先）様宛に、「確認書類」「ご請求書」「旅⾏条件書」を
送付させていただきます。

（4）お申込受付後の「変更」「取消」につきましてはＦＡＸにてご連絡ください。
【東武トップツアーズ（株）茨城南支店 全国高等学校選抜バドミントン大会デスク】宛
※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。

※確認、トラブル防⽌の為にご理解、ご協⼒いただきますようお願いいたします。

【費用お支払い方法】
お支払いにつきましては、下記弊社指定口座へお振込ください。
（1）振込期限は、別途送付する請求書に記載をさせていただきます。
（2）振込依頼名は、学校名＋代表者様名にてお願いいたします。

※チーム名等にてお申込の際は、チーム名での振込をお願いいたします。
（3）振込⼿数料はお客様負担にてお願い申しあげます。
（4）⼤会期間中の⾦銭の授受、返⾦は⾏いませんので予めご了承ください。
（5）お振込⾦受取書をもって、当社の領収書に代えさせて頂きます。

領収書を希望される場合は、領収書発⾏依頼書に必要事項をご記⼊のうえ、ＦＡＸにてご連絡
ください。尚、領収書の送付は⼤会終了後、ご指定の送付先にお送りいたします。

（6）変更・取消等により振込後に返⾦が⽣じた場合、指定⼝座に振込にて返⾦させていただきます。

【振込先】

常陽銀⾏ 土浦駅前支店 普通預⾦ １５５５２１６

口座名：東武トップツアーズ株式会社 茨城南支店



【契約・個人情報について】
宿泊プランのお申込は、東武トップツアーズ（株）が旅⾏企画・実施するものであり、お申込いただくお客様は当社と募集型企画旅⾏契
約を締結することになります。詳しくは旅⾏条件書にてご確認ください。（お弁当は⼿配旅⾏契約となります。）

◆個人情報の取扱いについて

ご旅⾏申込に際してご提出いただいた個⼈情報につきましては、お客様との連絡の為や宿泊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ほか、必要な範囲で当該機関等および⼿配代⾏者に提供いたします。

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、ホームページにてご確認ください。

（https://tobutoptours.jp/site_info/privacy.html）

【旅⾏企画・実施】お申込・お問合わせ先

＜第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会デスク＞
東武トップツアーズ株式会社 茨城南支店
観光庁⻑官登録旅⾏業第３８号 ＪＡＴＡ正会員 ポンド保証会員 総合旅⾏業務取扱管理者：⼭本 陽一

〒３００－００３４ 茨城県土浦市港町１－４－１９ ワコー第２ビル２階
営業時間 平⽇９：００〜１８：００（土曜・日曜・祝日休業）担当：中山和教 客国18-540

ＴＥＬ：０２９－８３５－３２０１ ／ ＦＡＸ：０２９－８３５－３２０５

『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、ご遠慮なく上記総合旅⾏業務取扱管理者にご質問ください。』

【昼食お弁当の案内】
（1）平成31年3月23⽇（⼟）〜3月26日（火）の4日間、ご希望により手配を承ります。
（2）宿泊と同時にお申込ください。お弁当のみのお申込も承ります。
（3）当⽇のお弁当販売は⾏いません。会場周辺には飲⾷店・コンビニが殆どありませんのでご注意ください。
（4）お弁当の⼿配は、旅⾏契約に該当致しません。

料 ⾦ ９００円（税込・お茶付）

お渡し時間 １１：００〜１３：００

お渡し場所 各競技会場指定場所

空き箱の回収 １５時までに指定場所にお持ちください

取消料について ＊2⽇前までの取消：無料
＊前日の13時までの取消：50%
＊前日の13時以降の取消：100%

【宿泊取消料について】

（1）宿泊につては、契約成⽴以降に解除される場合は、１泊毎に上記取消料を申し受けます。
（2）宿泊当日14時までに取消の連絡がない場合は無連絡不参加として取扱い、100%の取消料を申し受

けます。
（3）変更・取消は必ず書⾯（FAX）にてご連絡ください。電話での変更・取消は受付いたしません。
（4）大会期間中は、競技会場内「東武トップツアーズデスク」にて承ります。
（5）取消日とは、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいた日とさせていただきます。

取消日
旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 旅⾏開始⽇

＜前日＞
旅⾏開始⽇
＜当日＞

旅⾏開始後
または無連絡不参加4日目まで 3〜2日目まで

宿泊取消料 無料 20% 40% 50% 100%



旅行条件 本旅行条件書は、旅行業法第12条の４に定める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となります。この条件に
定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。



【宿泊のご案内】
（1）宿泊取扱日は平成３１年３⽉２２⽇（⾦）〜３⽉２６⽇（⽕）の５泊です。
（2）ご案内する施設につきましては、宿泊施設ご案内をご覧ください。
（3）特定区分にお申込が集中する等により、ご希望の施設が満室となる場合、やむを得ず他の施設にて

ご提案させていただく場合があります。予めご了承ください。
（4）１泊２食付で提供できる宿泊施設数が限られておりますのでご注意ください。
（5）宿泊代⾦は税⾦・サービス料を含むお１⼈様当たりの⾦額です。
（6）最少催⾏⼈員１名。添乗員は同⾏致しません。
（7）駐⾞場には限りがございます。特にマイクロバス（観光バス）等でお越しの⽅は配宿の参考にさせていただき

ますので、申込書にご記入ください。
（8）⼤会開催地周辺は宿泊施設が少ないエリアとなります。予約に不便等⽣じる場合がございますので、

下記内容にてご利⽤いただく事をお勧めさせていただきます。
※宿泊⼿配は「募集型企画旅⾏契約」です。別紙旅⾏条件書を予めご確認のうえ、お申込ください。

⽔⼾市内・ひたちなか市内ホテル（基本洋室）

地区
記号 ホテル名 部屋タイプ

宿泊代金 宿泊代金
備考

エリア （朝食付） （朝・夕食付）

水戸 A-1
ダイワロイネットホテル水戸

シングル 11,000円 設定無し

駅南口 ― ― ― ―

水戸 B-1
プレジデントホテル水戸

シングル 9,500円 11,500円

駅南口 B-2 ツイン・トリプル 9,500円 11,500円
ﾄﾘﾌﾟﾙは

ｿﾌｧｰﾍﾞｯﾄﾞ1台を設定

水戸 C-1
ホテルレイクビュー水戸

シングル 8,500円 11,000円

駅南口 C-2 ツイン 8,500円 11,000円

水戸 D-1
ホテルシーズン

シングル 7,500円 設定無し

駅南口 D-2 ツイン 7,500円 設定無し

水戸 E-1
ホテルメッツ水戸

シングル 11,000円 設定無し ＊3/23のみ1,500円アップ

駅北口 E-2 ツイン・トリプル 10,000円 設定無し
＊3/23のみ1,500円アップ

ﾄﾘﾌﾟﾙは
ｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄﾞ1台を設定

水戸 F-1
みまつホテル

シングル 設定無し 9,000円

駅北口 F-2 トリプル 設定無し 9,000円
ﾄﾘﾌﾟﾙは

ｿﾌｧｰﾍﾞｯﾄﾞ1台を設定
（畳ｽﾍﾟｰｽの場合あり）

水戸 G-1
水戸プラザホテル

シングル 12,000円 設定無し

県庁付近 G-2 ツイン・トリプル 12,000円 設定無し

水戸 H-1
ルートイン水戸県庁前

シングル 9,800円 11,800円
朝食はホテルによる
無料サービスです

県庁付近 ― ― ― ―

ひたちなか
I-1

クリスタルパレス
シングル 10,500円 設定無し

I-2 ツイン・トリプル 10,500円 設定無し

ひたちなか

Ｊ-1
チサンインひたちなか

シングル 8,000円 設定無し ＊3/23のみ1,000円アップ

Ｊ-2 ツイン 6,500円 設定無し
＊3/23のみ500円アップ
ﾛﾌﾄﾍﾞｯﾄﾞ利用により
ﾄﾘﾌﾟﾙ対応可能

勝田 K-1
テラスイン勝田

シングル 9,800円 設定無し

駅東口 ― ― ― ―

勝田 L-1
勝田プラザビジネスホテル

シングル 8,000円 設定無し

駅東口 L-2 ツイン 7,000円 設定無し

勝田 M-1
ライフイン勝田駅西

シングル 7,500円 設定無し

駅西口 ― ― ― ―

勝田 N-1
ニューセントラルホテル勝田

シングル 8,700円 9,700円

駅北口 ― ― ― ―



施設区分・施設名 Ａ ダイワロイネットホテル⽔⼾

エリア・所在地 ⽔⼾駅南⼝ ⽔⼾市宮町１－７－４４

アクセス JR⽔⼾駅南⼝より徒歩約１分 （駐⾞場：1泊520円）

食事
（朝食）6:30〜10:00 ／ （夕食）設定なし
＊⽔⼾駅周辺に飲⾷店があります

備考 低層階に商業施設がある駅前ホテル

【宿泊施設のご案内】 ①
◆宿泊施設のご案内（ホテル案内）につきましては⾷事時間等、変更が⽣じる可能性がございます。
宿泊決定通知書において、再度ご案内を予定しております。

◆1泊朝食付にてお申込の場合、夕食はお客様ご自身での対応となります。
◆駐⾞場情報に関しましては、乗⽤⾞利⽤時のご案内となります。駐⾞料⾦は1台あたりを記載しております。

施設区分・施設名 Ｂ プレジデントホテル⽔⼾

エリア・所在地 ⽔⼾駅南⼝ ⽔⼾市城南２－２－２

アクセス JR⽔⼾駅南⼝より徒歩約５分 （駐⾞場：滞在中500円）

食事
（朝食）6:30〜 9:30 ／ （夕食）17:30〜21:00
＊⽔⼾駅周辺に飲⾷店があります

備考 駅近くでありながら、オフィスビルも多く落ち着いたエリア

施設区分・施設名 Ｃ ホテルレイクビュー⽔⼾

エリア・所在地 ⽔⼾駅南⼝ ⽔⼾市宮町1-６-１

アクセス JR⽔⼾駅南⼝より徒歩約３分 （駐⾞場：無料）

食事
（朝食）6:45〜9:00 ／ （夕食）設定なし
＊⽔⼾駅周辺に飲⾷店があります。ホテルレストランは20:30まで

備考 駅近くであり、商業施設も多く便利な⽴地

施設区分・施設名 Ｄ ホテルシーズン

エリア・所在地 ⽔⼾駅南⼝ ⽔⼾市桜川１－９－６

アクセス JR⽔⼾駅南⼝より徒歩約７分 （駐⾞場：無料）

食事
（朝食）6:30〜9:00 ／ （夕食）設定なし
＊⽔⼾駅周辺に飲⾷店があります

備考 桜川沿いに⽴地した落ち着いたエリア

施設区分・施設名 Ｅ ホテルメッツ⽔⼾

エリア・所在地 ⽔⼾駅北⼝ ⽔⼾市宮前１－１－１

アクセス JR⽔⼾駅北⼝より徒歩約２分 （駐⾞場：1日800円）

食事
（朝食）6:00〜9：30 ／ （夕食）設定なし
＊⽔⼾駅周辺の飲⾷店があります

備考 駅に隣接しており、繁華街も近い⽴地



施設区分・施設名 Ｆ みまつホテル

エリア・所在地 ⽔⼾駅北⼝ ⽔⼾市宮前２－４－２６

アクセス JR⽔⼾駅北⼝より徒歩約２分 （駐⾞場：1泊500円）

食事
（朝食）6:30〜9:30 ／ （夕食）17:00〜21:30
＊⽔⼾駅周辺に飲⾷店があります

備考 駅近くでありながら、基本１泊２食でのご用意となります

施設区分・施設名 Ｇ ⽔⼾プラザホテル

エリア・所在地 茨城県庁付近 ⽔⼾市千波２０７８－１

アクセス JR⽔⼾駅よりバスにて約１５分／常磐道・⽔⼾ICより約１０分

食事
（朝食）6:30〜 ／ （夕食）設定なし
＊⾞利⽤10〜15分圏内に飲食店があります

備考 ⼤きな駐⾞場（無料）を備えており、グレードの⾼いホテル

施設区分・施設名 Ｈ ルートイン⽔⼾県庁前

エリア・所在地 茨城県庁付近 ⽔⼾市千波１９５３－１

アクセス ⽔⼾駅より⾞にて約15分／常磐道・⽔⼾ICより約9分

食事
（朝食）6:00〜 9：00 ／ （夕食）18:00〜23:00
＊ホテルの朝⾷は施設による無料サービスです。
＊⾞利⽤10〜15分圏内に飲食店があります

備考 駐⾞場完備（無料・先着順）、県庁近くの落ち着いたエリア

施設区分・施設名 Ｉ クリスタルパレス

エリア・所在地 ひたちなか ひたちなか市大平１－２２－１

アクセス 勝⽥駅より⾞にて約７分（約2.2km）

食事
（朝食）6:00〜 ／ （夕食）設定なし
＊⾞利⽤10〜15分圏内に飲食店があります

備考 ⼤浴場完備。結婚式場を併設したホテル。駐⾞場も完備しています

施設区分・施設名 Ｊ チサンインひたちなか

エリア・所在地 ひたちなか ひたちなか市田彦９５０－１１

アクセス 勝⽥駅⻄⼝より⾞にて約１０分 （駐⾞場：無料）

食事
（朝食）6:３０〜9:00 ／ （夕食）設定なし
＊⾞にて約10〜15分圏内に飲食施設があります

備考 笠松運動公園まで⾞にて10分の⽴地

【宿泊施設のご案内】 ②



施設区分・施設名 Ｋ テラスイン勝田

エリア・所在地 勝田駅東口 ひたちなか市勝田中央１－３

アクセス 勝田駅東口駅前 （駐⾞場：無料）

食事
（朝食）6:３０〜 9:00 ／ （夕食）設定なし
＊⾞にて10分圏内に飲食施設があります

備考 駅前⽴地のビジネスホテルタイプ

施設区分・施設名 Ｌ 勝田プラザビジネスホテル

エリア・所在地 勝田駅東口 ひたちなか市元町９－１３

アクセス 勝田駅東口より徒歩約５分 （駐⾞場：無料）

食事
（朝食）6:30〜9:00 ／ （夕食）設定なし
＊⾞にて約10分圏内に飲食施設があります。館内レストラン21時まで

備考 駅から少し離れた静かなエリアに⽴地するビジネスホテル

施設区分・施設名 Ｍ ライフイン勝⽥駅⻄

エリア・所在地 勝⽥駅⻄⼝ ひたちなか市表町１１１８－３

アクセス 勝⽥駅⻄⼝駅前 （駐⾞場：1日400円）

食事
（朝食）6:００〜 9:00 ／ （夕食）設定なし
＊⾞にて10分圏内に飲食施設があります

備考 駅前⽴地のビジネスホテルタイプ

施設区分・施設名 Ｎ ニューセントラルホテル勝田

エリア・所在地 勝田駅東口 ひたちなか市表町２０－３

アクセス 勝田駅東口より徒歩約１５分 （駐⾞場：無料）

食事
（朝食）6:30〜9:00 ／（夕食）17:00〜21:00
＊⾞にて約10分圏内に飲食施設がります

備考 ⼤浴場有（男⼥⼊替制）、⼣⾷は１階中華料理店にてご⽤意

【宿泊施設のご案内】 ③

（ご案内）勝田駅前及び徒歩圏内には、ファミリーレストランタイプの飲食店がありません。
⾞にて約10分程度の圏内には数店舗ございます。



＜住所＞茨城県ひたちなか市⻘葉町１－１
＜電話＞TEL：029-275-1122

（参考）
◆JR⽔⼾駅 → JR勝田駅
＊JR常磐線・所要約５分（1駅）
＊運賃：１９０円
＊運⾏本数：１時間に３〜４本（時間帯により異なります）

開会式会場：ひたちなか市文化会館



【列⾞ご利⽤の場合】
JR常磐線 勝⽥駅（東⼝）下⾞ → タクシーにて約15分（およそ2,100円）
路線バス運⾏あり。「市⺠球場⼊⼝」下⾞、バス停より徒歩約15分

【⾃動⾞ご利⽤の場合】
常磐道 → 友部JCT → 北関東道 → ひたちなかICより約3ｋｍ

ひたちなか市総合運動公園体育館までのアクセス

【列⾞ご利⽤の場合】
JR常磐線 佐和駅・東海駅より約3.5ｋｍ タクシーにて約10分（およそ1,500円） 路線バス運⾏あり
JR常磐線 勝⽥駅（東⼝）下⾞ → タクシーにて約20分（およそ3,000円）

【⾃動⾞ご利⽤の場合】
常磐道 → 那珂ICより約6ｋｍ ／ 東海PAスマートICより約4ｋｍ

＜住所＞茨城県ひたちなか市新光町49番
＜電話＞TEL：029-273-9370

笠松運動公園体育館までのアクセス
＜住所＞茨城県ひたちなか市大字佐和2197-28
＜電話＞TEL：029-202-0808

宿泊施設から体育館までの距離

＜⽔⼾駅・茨城県庁エリア＞
【ひたちなか市総合運動公園体育館】
⽔⼾駅周辺から約12km（⾞にて約25分／県庁周辺から約17km（⾞にて約35分・高速ﾙｰﾄあり）

【笠松運動公園体育館】
⽔⼾駅周辺から約13ｋｍ（⾞にて約25分）／県庁周辺から約18ｋｍ（⾞にて約35分）

＜ひたちなか・勝田駅エリア＞
【ひたちなか市総合運動公園体育館】
勝田駅周辺から約6.5ｋｍ（⾞にて約15分）

【笠松運動公園体育館】
勝田駅周辺から約9ｋｍ（⾞にて約15分）



FAX

平成 年 月 日

第４７回全国高等学校選抜バドミントン大会 宿泊・弁当申込書
旅行手配に必要な範囲内での大会事務局・宿泊機関等への個人情報提供に同意の上、以下の通り申込ます。

都道府県名

フリガナ

学校名 高等学校／ 男子 ・ 女子

フリガナ

氏名

TEL － － 携帯電話 － －

区分 22日

－ － Mail（任意）

書類
送付先

〒

学校 ・ 自宅

申込
責任者

24日 25日 26日 23日 24日NO

申込 ご宿泊プラン お弁当

25日 26日

※下記参照 （金） （土） （日） （月） （火） （土）

23日

○ ○

（日） （月） （火）

例 ①
Ａ-１

×
× ○ ○ ○ ○

Ａ-１ Ａ-１ Ａ-１
○

1

2

3

トウブ タロウ

性別
年齢

氏名

男

17東武 太郎

4

5

宿泊施設希望
※記号にてご記入くだい。

【申込区分】
①選手 ②監督・コーチ
③役員・視察 ④一般応援

合計

6

第一希望： 第二希望： 第三希望：

名 名 名 名

（ご案内）

施設により条件が異なります。

一覧表にてご確認ください。

※ご希望該当に○印をご記入ください。

１泊朝食付き
１泊２食付

（朝・夕食付）

* 個人別に必要申込欄に○印と付け、合計欄に確認のため人数をご記入下さい。尚、記入欄が不足の場合用紙をコピーしてご利用下さい。

* 利用交通手段 （配宿時の参考とさせていただきます。該当番号に○をお願い致します）

名 個 個 個 個

１．公共交通機関 ２．自家用車（ ）台 ３．貸切観光バス（ ）台・乗務員宿泊 有 ・ 無 ３．その他

東武トップツアーズ株式会社茨城南支店 FAX ０２９－８３５－３２０５
茨城県土浦市港町1-4-19ﾜｺｰ第2ﾋﾞﾙ2階 TEL ０２９－８３５－３２０１ 担当 中山和教 営業時間平日9:00～18：00（土・日・祝日休業）

宿泊施設
＜食事希望＞


