
〔受注型企画旅行〕 

 

第９４回日本学生氷上競技選手権大会 
宿泊・航空機・弁当・貸切バス 取扱要項 

 

帯広市実行委員会 

株式会社 ＪＴＢ北海道事業部 

 

1. 総則 

 

この要項は、『第９４回日本学生氷上競技選手権大会』の宿泊及び航空輸送等の確保に万全を期することを目的とし、 

次のように定めます。 

 

① 要項の適用対象者は『第９４回日本学生氷上競技選手権大会』に参加する選手・スタッフ・役員（視察員を含む）と 

します。（以下「参加者」という。） この場合において、選手・監督にあたっては競技種目別実施要項により正規に 

認められた者とします。 

② 宿泊・航空・弁当・貸切バス業務の取扱いは、『第９４回日本学生氷上競技選手権大会』が事務取扱を委託している 

指定業者、㈱ＪＴＢ北海道事業部（以下「JTB 斡旋事務局」）が担当します。 

③ 取扱いのうち宿泊に関しては、予定人員の事前調査分を確保しておりますので、JTB 斡旋事務局を通してお申し込み 

をお願い致します。 

 

2. 宿泊について 

 

（1） 宿舎割当の基本方針 

 

① 参加者の宿舎は、原則として会場地内に定めます。（帯広市内大会提供収容人員約 1,200 名） 

宿舎は可能な限り競技会場に近い場所を選定しますが、会場地内（帯広市内）の宿舎が不足しております。 

アイスホッケー部門のセカンドディビジョン、女子については近隣の市町村の宿舎を充てる事があります。 

（近隣の市町村の宿舎を充てる場合の交通手段（専用バス等）は別途有料となります。） 

② 1 泊 2 食対応の宿舎が全てではない為、1 泊朝食対応の宿舎を充てる事があります。 

③ 宿舎割当については、次の各項に留意します。 

● 衛生上及び火災防止上など支障があると認められる施設についてはご案内いたしません。 

● 原則お申込み順となりますが、選手・監督・男女別を考慮して宿舎の割当を行います。 

● 部屋定員を原則とします。役員・監督・コーチはシングル利用を基本としますが部屋数に限りがあるため、 

        ツイン・トリプル利用（相部屋利用）の場合もあります。 

●  指定した宿舎の変更は、原則として出来ません。 

 

（2） 宿泊についてのご案内 

 

【宿泊設定日】  アイスホッケー部門                   【 12 月 24 日（金）～12 月 30 日（木） 】 

           スピードスケート・フィギュアスケート部門  【  1 月 3 日（月）～ 1 月  8 日（土） 】 

 

※アイスホッケー部門 12 月 25 日（土）～12 月 29 日（水）までの大会期間は必ずお申込みをお願い致します。 

※スピードスケート・フィギュアスケート部門 1 月 4 日（火）～1 月 7 日（金）までの大会期間は必ずお申込みを 

お願い致します。（参加者が直接手配の場合には大会連絡等が行き届かない可能性がございます。） 

 

【旅行代金】  別表ご参照ください。料金は、お 1 人様当り、税金・サービス料・取扱料金を含みます。 

宿泊施設については、アイスホッケー競技 7 パターン、スピードスケート・フィギュアスケート競技 

3 パターンといたします。 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アイスホッケー競技＞
【帯広市内】

1泊2食付 1泊朝食付 1泊2食付 1泊朝食付

北海道ホテル 7:00～10:00

ホテル日航ノースランド 6:30～10:00

A 国民宿舎　新嵐山荘 7:00～10:00 11,500 7,000 12,000 8,000

ホテルグランテラス帯広 6:30～9:30 9,500 10,000

ドーミーイン帯広　 6:30～10:00

十勝ガーデンズホテル 7:00～9:30

ふく井ホテル 6:30～10:00

ホテルルートイン帯広駅前 6:30～9:00

ホテル宮崎 旅館 6:30～9:00

ホテルニューオビヒロ 6:15～9:30

プレミアホテルキャビン帯広 6:30～10:00 6,500 4,800 7,500 6,000

東横インとかち・帯広駅前 6:30～9:00

コンフォートホテル帯広 6:00～9:00

【十勝川温泉・幕別温泉】

1泊2食付 1泊朝食付 1泊2食付 1泊朝食付

十勝幕別温泉グランヴィリオホテル 6:30～9:00

観月苑 7:00～9:00

ホテル大平原 7:00～9:00

笹井ホテル 7:00～9:00
14,000 13,000

12,500

C

D

E

F

10,500 15,500 13,500

記号 ホテル名
宿泊施設

タイプ

旅館

朝食時間(基本）

10,500

朝食時間(基本）

4,800

7,500 6,000

9,200 8,200

8,000

旅行代金
（シングル）

宿泊料金

8,000 7,000

旅行代金
（ツイン・和室）

9,000

6,000 8,500 6,500

旅行代金（ツイン・

15,000

記号 ホテル名

B 8,000

ホテル

S 14,000 9,000

宿泊施設
タイプ

ホテル

 

＜スピードスケート・フィギュアスケート競技＞
【帯広市内】

1泊2食付 1泊朝食付 1泊2食付 1泊朝食付

ホテルグランテラス帯広 6:30～9:30 9,500 10,000

ドーミーイン帯広 6:30～10:00

十勝ガーデンズホテル 7:00～9:30

ホテルルートイン帯広駅前 6:30～9:00

プレミアホテルキャビン帯広 6:30～10:00 6,500 7,500

コンフォートホテル帯広 6:00～9:00

旅行代金
（ツイン・和室）

旅行代金
（シングル）朝食時間(基本）

A 8,000 9,000

ランク ホテル名
宿泊施設

タイプ

B 8,000 6,000 8,500 6,500ホテル

C 4,800 6,000



※食事については、「1 泊 2 食」または「1 泊朝食」を選択してください。試合・競技時間等によりやむを得ず夕食を 

取れない場合は除く。但し、当日の夕食取消の連絡は前日 15：00 までお願い致します。 （15:00 までご連絡を 

頂ければノーチャージとなります。それ以降の取消はご返金できかねます。） 

※ 朝食欠食に返金は行いません。（上記、食事開始時間を参考にお申し込み下さい。） 

※  ホテルは、原則チーム全員同ホテルにてお申し込みください。配宿状況により、分宿になる場合も 

ございますので予めご了承ください。（例：男女で分宿等） 

※ 宿舎は【第 3 希望】までご入力ください。室数に限りがございますので、ご希望に添えない場合もございます。 

※ 各宿舎のチェックイン可能時刻は 15：00 以降、チェックアウトは 10：00 迄となります。（ホテルにより変わる可能性も 

あります。） 

 

3. 航空機及び専用貸切バスのご案内 

 

（1） 航空機について 
 

① 円滑かつ安全確実に輸送を行うため、各チームへの事前調査に基づく団体航空便を設定し、計画輸送を実施します。 

② 計画輸送以外でも団体航空便の追加設定は可能ですので、ご相談ください。 

ア） 団体は 8 名様以上からの設定となります。申込人数が 8 名様未満の場合、団体の対象外となりますので一般個人 

予約をご案内いたします。（団体航空券での当日減員により 8 名未満となった場合、大人普通運賃でのご搭乗と 

なりますのでご注意下さい。） 

イ） 運賃は、月日・便・予約時期等により異なりますので、座席確保後のご回答となります。 

ウ） 直行便が満席の場合は経由便又は他空港（釧路又は新千歳）となる場合もあり、運賃も経由運賃又は他空港 

運賃となります。 

③ お預かり手荷物について  

重量超過手荷物につきましては各航空会社の規定となります。（JAL・ANA・AIRDO 共通で２０ｋｇまで無料、 

超過した場合は航空会社・路線により超過料金が異なります。） 

④ 勝敗結果による、日時・便の変更や増員は出来ません。(予約便を取り消して、新たに一般個人にて予約を取り直すこと     

になります。その場合の取消料は申し受けます。) 

 

（2） 専用貸切バスについて 

 

大会期間中、専用貸切バスを設定致します。チーム毎にご希望の行程があればお見積もりをご案内させて 

いただきます。バス利用の際は別途、契約を取り交わします。 

【専用貸切バス料金】 

・A コース 帯広空港～帯広駅、帯広駅～帯広空港 片道送迎料金 大型バス（正シート 45 席）１台 35,000 円（税込） 

・B コース 各宿舎（帯広駅周辺）～競技会場 片道送迎料金 大型バス（正シート 45 席）１台 30,000 円（税込） 

 

4. 弁当のご案内 

 

昼食の弁当（お茶付）をご用意いたします。受渡しについては、会場内に弁当受け渡し・返却用ブースを設置します。 

配布時間については試合時間に応じて柔軟に対応いたします。 

 

弁当 1 食（お茶付き）  800 円税込 

 

5. ご回答（宿泊ホテル名の通知・航空券の送付・ご請求等） 及び 費用お支払い方法・期日について 

 

配宿完了後、申込責任者宛に  予約確認書及び請求書   を 12 月初旬頃に、最終案内を 12 月中旬頃までに 

E メール又は郵送にてお送りいたします。費用のお支払は、銀行振込にて下記の期日までにお支払いください。 

 

費用のお支払い期限   令和 3 年 12 月 20 日(月) まで 

 

 



6. 予約の変更・取消について 
 

お申し込み後、お客様のご都合により｢宿泊・航空機・弁当｣を取り消し又は変更される場合、1 名につき下記の取消料を 

申し受けます。 

 

【宿泊プラン】旅行開始日の前日からさかのぼって。 

1、6 日目にあたる日以前の解約 
2、5 日目にあたる日以降の解除

（3～5 を除く） 

3、3 日目にあたる日以降の解除

（4～5 を除く） 

4、当日（チェックイン前）の解除

（5 を除く） 

5、旅行開始後の解除 

又は無連絡不参加 

無料 

取消人員 14 名以下：無料 

取消人員 15 名以上:旅行代金の

20％ 

旅行代金の 20％ 旅行代金の 50％ 旅行代金の 100％ 

 

【航空機】所定の変更及び取消料を申し受けます。 

●団体設定便及び一般個人 

  当該航空会社・割引種別の、所定の変更・取消手数料及び払戻手数料を申し受けます。 

 

【弁当】昼食ご利用日の前日から起算した日数です。 
前日 

当日及び無連絡不参加 
16:30 まで 16：30 以降 

無料 100％ 100％ 

 

【貸切バス】 
1、旅行出発日の 21 日前

にあたる日以降の解除 

2、旅行出発日の 8 日前に

あたる日以降の解除 

31、旅行出発日の 2 日前

にあたる日以降の解除 

41、旅行出発日の前日にあ

たる日以降の解除 

当日（チェックイン前）の解

除（5 を除く） 

5、旅行開始後の解除 

又は無連絡不参加 

企画書面記載の企画料金の額 旅行代金の 20％ 旅行代金の 30％ 旅行代金の 40％ 旅行代金の 50％ 旅行代金の 100％ 

 

※但し勝敗による取消に関しては下記の取消料基準となります。 
前日 

当日及び無連絡不参加 
勝敗による取消 16:30 まで 16：30 以降 

無料 旅行代金の 100％ 旅行代金の 100％ 

  

【返金について】 

大会終了後、ご指定の銀行口座にお振込いたします。（手続きには 1 ヵ月程度かかります。） 

 

7. 申込方法 

 

下記の期日までにオンラインにてお申し込みください。 

   お申込み URL（下記コピｰ後、アドレスバーに貼りつけてご利用ください。）  

   ↓ 

   https://amarys-jtb.jp/jihf2021obihiro/ 

★取消、変更についてはメールにてお送りください。 

 

また GO TO トラベルキャンペーンにつきましては、現時点で詳細が出ていないため、実施が決定になりましたら 

出来る限り適用させて頂きますが、GO TO トラベルキャンペーンの適用枠についても未定のため、実施が決定に 

なっても全ての方に適用出来ない可能性もございます。ご了承ください。 

 

● 申込締切日 …………… 令和 3 年１１月 1７日(水) １７：００必着 

※締切後の追加・変更はすべてメールにて承ります。 

※お申込順にて配宿手配を行いますのでお早めにお申込みください。 

（最終的に選手・監督・男女別を考慮して宿舎の割当を行います。） 

※ お申込み書の控えは必ずコピーをお取りください。 

 

株式会社 ＪＴＢ 北海道事業部 MICE センター「第 94 回日本学生氷上競技選手権大会デスク」係 

〒060-0001 

札幌市中央区北 1 条西 6 丁目 1-2 アーバンネット札幌ビル８階 

株式会社ＪＴＢ 北海道事業部 

TEL． 011-221-4800   FAX．011-222-5102   E-mail．jtb-mice@jtb.com 
営業時間．〔平日〕9：30～17：00（土・日・祝日は休業日となります） 

                                                                 承認番号 H21-020 


