
令和３年度全国中学校体育大会 第５２回全国中学校ソフトテニス大会 

宿泊・昼食弁当要項 

                              

 

 

 

１． 基本方針  

第５２回全国中学校ソフトテニス大会の宿泊・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） 全国中学校ソフトテニス大会栃木県実行委員会（以下「実行委員会」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５２回全国中学校ソフトテニス大会

に参加する生徒（選手・マネージャー等）・監督・コーチ・引率教員・役員・視察員・保護者及

び一般応援者とします。 

（３） 本大会参加者は、指定宿舎に宿泊することとします。指定以外の宿舎の利用は、原則認められま

せん。指定外の宿舎を利用した場合、緊急の通達ができず、また必要書類の受け渡しができない

ことが予想されます。尚、指定宿舎の変更は原則として認めません。変更によって生じた全ての

紛議や損失は、任意に宿舎を変更した団体がその責任を負うことになります。 

（４） 宿泊・弁当に関しては、実行委員会が指定した「株式会社日本旅行宇都宮支店」（以下「全中ソ

フトテニス大会デスク」という）が担当します。必ず全中ソフトテニス大会デスクを通じて申込

みを行って下さい。 

（５） 新型コロナウイルス感染症対策については、業種別ガイドラインに則った対策を講じます。 

 

 

２． 取扱期間 

令和３年８月１６日（月）～１９日（木） ４日間 

※大会期間は８月１７日（火）～１９日（木） 

※但し、災害等特別な事由が生じた場合は、別途考慮します。 

※設定日以外の宿泊をご希望の場合には、全中ソフトテニス大会デスクまでお問合せください。 

 

３． 宿泊について（受注型企画旅行契約） 

 取扱期間は令和３年８月１６日（月）～１９日（木）の３泊４日とします。 

（１） 旅行代金（＝宿泊代金） 

お一人様あたり／１泊２食（夕・朝食）付（消費税・サービス料諸税込み） 

夕食の取扱いのない宿泊施設につきまして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。 

１１,５００円 

※試合開始時間の関係で、朝食を取る事が難しい場合（1泊夕食付）は 

１０,５００円となります。 

宿泊施設については、別ページ【宿泊施設一覧表】をご参照ください。 

（２） 宿泊施設及び客室タイプを指定してのお申込みは出来ません。 

（３） 今大会は、新型コロナ感染症感染拡大防止を鑑みて統一料金とさせて頂きます。 

（４） 洋室はシングル（１名）、ツイン（２名）、トリプル（３名）、フォース（４名）の定員利用とし

ます。和室・和洋室は各施設の決めた定員での利用となります。ツイン、トリプル等使用の場

合、エキストラベッド対応となる場合があります。 



（５） 最少催行人員：１名様 

（６） 添乗員は同行いたしません。お客様ご自身でチェックイン等お手続きください。 

（７） チェックインは１５：００以降、チェックアウトは１０：００時までを原則とします。 

ただし、宿泊施設により異なりますので、詳細は各宿泊施設のホームページをご覧下さい。 

（８） 配宿について【重要】 

① 配宿は、実行委員会と協議の上行います。 

② 宿泊施設への配宿は選手・監督・コーチ・引率教員・応援生徒を優先します。 

③ 配宿結果につきましては、８月１４日（土）１５：００を目処にご登録いただいたメール

アドレス宛にメールで通知いたします。または大会専用サイトにログインの上ご確認くだ

さい。 

 （１０）駐車場のご利用条件（駐車代金等）につきましては、宿泊施設によって異なります。近隣コイン

パーキングまたは有料駐車場をご利用いただく場合もございます。詳しくは、宿泊施設決定後、

各宿泊施設に直接お問合せください。 

 

４． 昼食弁当について 

（１） 取扱期間は令和３年８月１７日（火）～１９日（木）の３日間とします。 

（２） 代金：１食 ８８０円 お茶付（消費税込） 

（３） 会場周辺は、食事施設が限られますのでお弁当のお申込みをお奨めします。 

（当日の申込受付や販売はございません） 

（４） 受け渡しについて 

事前に大会専用宿泊弁当申込サイトから「お弁当券」を印刷の上ご持参ください。 

当日会場内の『日本旅行受付デスク』にて１１：００～１３：００の間でお弁当券と引き換えに

お渡しさせていただきます。 

（５） 空き箱は、『日本旅行受付デスク』に、１５：００までにお持ちください。 

 

５． お申込みのご案内 

（１）インターネットでの受付となります。下記ＵＲＬよりお申込みください。 

【大会専用宿泊弁当申込サイト】 

ＵＲＬ：【https://va.apollon.nta.co.jp/zenchusofttennis_52th】 

 

お申込み受付：令和３年７月２０日（火）０９時００分より開始 

お申込み締切：令和３年８月１２日（木）１５時００分まで 

※お電話、ＦＡＸでのお申込みは承っておりません。予めご了承ください。 

※Ｗｅｂ申込終了後の変更・取消等については、ＦＡＸ又はメールにてご連絡ください。 

 詳細は『６．変更・取消について』をご参照ください。 

※大会専用宿泊弁当申込サイトからお申込みが出来ない場合は、 

『全中ソフトテニス大会デスク』までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 （２）大会専用宿泊弁当申込サイトからの予約申込みの流れ 

１．新規申込み 

https://va.apollon.nta.co.jp/zenchusofttennis_52th にアクセス 

トップページ左上の「はじめての方へ」より「新規利用登録」をクリックしてくだ

さい。「お客様の個人情報の取扱いについて」の画面をご確認の上、同意いただけ

る場合は「承認する」をクリックしてください。 

  

２．団体情報登録 

各種団体情報をご入力ください。 

情報入力後、内容をご確認いただき「設定」ボタンをクリックします。 

ご登録いただいたメールアドレスに「団体情報登録（受付）メール」が自動配信さ

れます。 

  

３．参加者登録 

大会参加者全員分の参加者登録（宿泊や昼食弁当申込）を行います。 

登録方法は 2つご用意しております。 

① 参加者データインポート（推奨） 

→トップページより、データインポート用 Excelファイルをダウンロードし、

必要事項を入力いただき、ページ左部の「参加者データインポート」より登録

していただきます。 

  ②参加者登録ボタンより入力→トップページ左部の「参加者登録」よりお申込内容

を直接ご入力いただきます。ご登録いただいたメールアドレスに「参加者登録

（受付）メール」が自動配信されます。 

  

 【ご予約完了】配宿決定（ご旅行代金の確定）のご連絡までお待ちください。 

４．宿泊施設 

決定のご連絡 

８月１４日（土）を目途に、ご登録いただいたメールアドレスにご宿泊施設決定連

絡をいたします。決定した内容は専用サイトからもご確認いただけます。 

請求書は、宿泊施設決定後、専用サイトより印刷が可能です。 

（ページ左部「予約確認書／請求書」より） 

  

５．お支払い 

『４.宿泊施設決定連絡』と合わせて、確定したご旅行代金のご案内をいたしま

す。ご予約内容をご確認いただき、期日までにお支払いをお願いいたします。 

（お支払い期日：８月１６日（月）１４時まで） 

※お支払い方法は、銀行振込となります。 

※請求書は専用サイトよりご確認いただけます。 

（指定振込口座の情報の記載がされております。） 

  

６．領収証発行 
領収書の発行はお支払い完了後に専用サイトより各自発行いただけます。 

（ページ左部「領収書発行」より） 

 

※お申込み・お支払いに関するより詳しいインターネット操作方法は、 

別途大会専用宿泊弁当申込サイトに掲載のマニュアルをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６． 変更・取消について 

（１） 申込期日締切前（８月１２日１５時００分まで） 

インターネット上で操作が可能です。 

（２） 申込期日締切後 

インターネットからの操作は出来ませんので、『変更・取消書面』にご記入の上、ＦＡＸ又は 

メールにてご連絡ください。『変更・取消書面』は、大会専用宿泊弁当申込サイトより 

ダウンロードしてご利用ください。 

（３） 取消料 

① 宿泊（受注型企画旅行契約）※当プランのみ適用となります。 

旅行開始日（宿泊日）の前日から起算してさかのぼって 

旅行契約の解除期日 取消料（お一人） 

（ア）４日目にあたる日以前の解除 無料 

（イ）３日目にあたる日以降の解除（（ウ）～（オ）を除く） 旅行代金の２０％ 

（ウ）旅行開始日前日の解除 旅行代金の４０％ 

（エ）旅行開始日当日の解除（（オ）を除く） 旅行代金の５０％ 

（オ）旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

      ※宿泊の取消料については１泊目から起算します。２泊目以降の取消に関しては旅行開始以降

となり取消料は宿泊代金の１００％となります。 

 

② 弁当（※旅行契約には該当しません）  

契約解除日 取消料 

ご利用日前日 １２時００分までに取消の場合 無料 

ご利用日前日 １２時０１分以降の取消 昼食弁当代の１００％ 

※取消基準日は、弊社営業日・営業時間内のお申出（ＦＡＸ・メール着信時）とさせていただ 

きます。間違いを防ぐため、お電話での変更・取消はお受けいたしかねます。 

 

 

７． お支払いについて 

（１） 宿泊施設確定後、期日までに下記の方法でお支払いください。 

① お支払い期日：令和３年８月１６日（月）１４時まで 

② お支払い方法：銀行振込 ※振込手数料はお客様負担となります。 

 （２）宿泊施設決定通知以降、大会専用サイトでログイン後、トップページ左部の「予約確認書／請求

書」よりお申込み内容、ご請求内容及び振込口座をご確認いただき、上記期日までに弊社指定の

口座へお振込みください。なお、全中ソフトテニス大会デスクからの請求書等の郵送はございま

せん。 

８． 留意事項（新型コロナウイルス感染症対策） 

①今回ご用意している宿泊施設につきましては「ホテル業における新型コロナウイルス感

染症感染拡大ガイドライン」（一般社団法人日本ホテル協会発行）に則り感染症拡大予防に

努めております。 

②新型コロナ感染症拡大予防ガイドラインにつきましては以下のホームページでもご確認

頂けます。 

・公益財団法人 日本中学校体育連盟（https://nippon-chutairen.or.jp/） 

・一般社団法人 日本旅行業協会（https://www.jata-net.or.jp/） 

・一般社団法人 日本ホテル協会（https://www.j-hotel.or.jp/） 

 

https://www.jata-net.or.jp/
https://www.j-hotel.or.jp/


 

９． 個人情報の取り扱いについて 

お客様の個人情報の取り扱いについて 株式会社日本旅行は申込みの際にご提出いただいた

個人情報について、お客様との連絡、宿泊・弁当業者の提供するサービスの手配及び受領

のための手続きに必要な範囲内において当該機関等に提出いたします。上記以外の目的で

本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。 

その他、弊社の個人情報の取扱いにつきましては弊社のホームページ

（https://www.nta.co.jp/）をご参照下さい。 

お問い合わせ先：株式会社日本旅行宇都宮支店（支店長：臺 容之）電話 028-346-4171 

 

１０． お問合せ・お申込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊お問合せ・お申込み先 

全国中学校体育大会 第５２回全国中学校ソフトテニス大会デスク 

（株式会社日本旅行宇都宮支店内） 

ＴＥＬ０２８－３４６－４１７１／ＦＡＸ０２８－３４６－４１７４ 

Ｅmail  zenchusofttennis_52th@nta.co.jp 

営業時間： 平日９：３０～１７：３０（定休日：土・日曜日、祝日） 

担当：村木/古澤/穴山 

総合旅行業務取扱管理者：仲田竜二 

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明に
ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 

 

＊旅行企画・実施 

 株式会社日本旅行 宇都宮支店 

 観光庁長官登録旅行業第２号／一般社団法人日本旅行業協会正会員 

 栃木県宇都宮市大通２－１－５明治安田生命大通ビル 1階 

                                                                             

https://www.nta.co.jp/
mailto:zenchusofttennis_52th@nta.co.jp


 

 

 

 宿泊地 宿泊施設名 
食事 

条件 

朝食 
開始 
時間 

お部屋 

タイプ 

会場までの 
アクセス 

  備考 

１ 那須塩原 奥那須・大正村 幸乃湯温泉 ２食付 ６：３０ 和・洋 車約 25 分  

２ 那須町 ホテルサンバレー那須 ２食付 ６：３０ 和・洋 車約 25 分  

３ 那須塩原市 乃木温泉ホテル ２食付 ６：３０ 和・洋 車約 25 分  

４ 那須塩原市 ホテルニュー塩原 ２食付 ６：３０ 和・洋 車約 40 分  

５ 大田原市 パインズ大田原 ２食付 ６：３０ 洋 車約 25 分  

６ 那須塩原市 那須ミッドシティホテル ２食付 ６：３０ 洋 車約 10 分  

７ 大田原市 那須野ヶ原温泉ホテルアオキ ２食付 ６：３０ 和・洋 車約 20 分  

8 那須塩原市 ホテル相馬 ２食付 ６：３０ 洋 車約 10 分  

9 那須町 TOWAピュアコテージ ２食付 ６：３０ 洋 車約 30 分  

１０ 那須塩原市 
ゆとろ那須塩原 
（旧：源泉遺産 那須塩原別邸） 

２食付 ６：３０ 和・洋 
車約 40 分 

 

１１ 那須塩原市 那須塩原 湧花庵 ２食付 ６：３０ 和・洋 車約 35 分  

１２ 那須町 芦野温泉 ２食付 ６：３０ 和 車約 25 分  

１3 矢板市 ホテルルートイン矢板 ２食付 ６：３０ 洋 車約 40 分  

１4 矢板市 矢板イースタンホテル ２食付 ６：３０ 和・洋 車約 45 分  

15 矢板市 ホテルウェリィスミヨシ ２食付 ６：３０ 洋 車約 45 分  

※共通条件：特に記載のない限り、お部屋はバス・トイレ付です。 
 
【行程】 
初 日 ：ご自宅～（移動はお客様負担）～宿泊地（泊） 
最 終 日 ：宿泊地～（移動はお客様負担）～ご自宅 

 

               JR那須塩原駅周辺レンタカー店舗一覧                                      

 店舗名 電話番号 住所 営業時間 アクセス 

1 
トヨタレンタカー 

那須塩原駅前 
0287-65-3100 

那須塩原市 

大原間西 1-2-2 
08:00 〜 20:00 

西口を出て 

左前方 

2 
日産レンタカー 

那須塩原駅前 
0287-67-1523 

那須塩原市 

大原間西 1-1-5 

08:00 ～ 20:00 

※8/17 のみ 8:00 ～ 19:00 

西口より 

徒歩１分 

3 
オリックスレンタカー 

那須塩原駅前店 
0287-67-1543 

那須塩原市 

沓掛 1-2-3 
08:00 ～ 20:00 駅より 87m 

4 
ワンズレンタカー 

那須塩原駅前店 
0287-73-8255 

那須塩原市 

大原間西 1-1-11 

ヤナイビル 1F 

08:00 ～ 19:00 
新幹線口より 

徒歩約 1 分 

5 
ニッポンレンタカー 

那須塩原駅前 
0570-090725 

那須塩原市 

沓掛 1-3-8 
08:00 ～ 19:00 

西口 

徒歩２分 

6 
JR 駅レンタカー 

那須塩原営業所 
0287-65-1680 

那須塩原市 

大原間 565-3 
08:30 ～ 19:00 

西口１階 

東京寄り階段下 

※レンタカーのご利用予約の際は直接レンタカー会社にお申込み下さい。  

 

＜タクシーのご利用希望の場合＞ 

複数台数ご利用のある場合、事前の予約をおすすめします。 

※土日は各タクシー会社ともに運行台数が減ります。さらに現状の新型コロナ影響による運行台数減がございま

すので、タクシー会社へ早めにご予約下さい。（栃木県タクシー協会 HP http://www.tochigiken-taxi.or.jp/） 

宿泊施設一覧表 

http://www.tochigiken-taxi.or.jp/

