
 

 
第 76 回国民体育大会関東ブロック大会 宿泊要項 

 

 

１ 趣 旨 

  この要項は、第 76 回国民体育大会関東ブロック大会（以下「大会」という。）開催の趣旨を

踏まえ，大会に参加する選手、監督、都県選手団本部役員、視察員、競技会役員、競技役員、大

会役員及び報道関係者（以下｢大会参加者｣という。）の宿泊等に関し、必要な事項を定める。 

 

２ 方 針 

  第 76 回国民体育大会関東ブロック大会栃木県実行委員会（以下｢県実行委員会｣という。）は、

関係機関・団体の協力を得て、大会関係者の宿泊等について万全を期する。 

 

３ 宿泊業務取扱機関名 

  東武トップツアーズ株式会社宇都宮支店（以下「東武トップツアーズ」という。） 

  〒320-0026 
  宇都宮市馬場通り２丁目１号１番 ＮＭＦ宇都宮ビル５階 

  Tel：028-636-7761 Fax：028-636-7760 
  E-mail：kanburo-tcg2021@tobutoptours.co.jp 
 

４ 業務の実施 

（１） 県実行委員会は、大会参加者に係る宿泊業務を円滑かつ効率的に実施するため、県下の

広域にわたる配宿等を集中的に処理することを目的とし、東武トップツアーズにその業務

を委託する。 

（２） 東武トップツアーズは、県実行委員会、各競技団体、宿舎等と協議の上、関係者の宿泊

が円滑かつ効率的に行われるよう業務を遂行する。 

（３） 宿泊に関するトラブル等が生じた場合は、県実行委員会と協議の上、東武トップツアー

ズが調停及び斡旋を行うものとする。 

 

５ 宿舎の選定及び確保 

（１） 大会参加者の宿泊は、ホテル等（旅館業法の許可を受けて営業を行うホテル、旅館及び

簡易宿泊所をいう。）を利用する。 

（２） 風紀上、衛生上及び安全（感染症対策含む）上支障があると認められる宿舎は利用しな 

いものとする。 

 

６ 配 宿 

  大会参加者の配宿にあたっては、次の事項に留意して行う。 

（１） 選手、監督の宿舎は、環境、競技会場、練習会場等までの交通状況及び環境等に配慮し、

都県別、競技別、競技種目別、及び男女別を考慮して配宿する。 

（２） 選手、監督の宿舎は、原則として県選手団本部役員、視察員、競技会役員、競技役員の宿

舎とは別にする。 

（３） 競技会役員及び競技役員は、できる限り同一又は近隣の宿舎とする。 

（４） １人の宿舎に要する広さは、３．３㎡（２畳）以上とする。 

（５） 指定宿舎の変更 

指定された宿舎の変更は、原則として認めないものとし、任意に変更したことによって

生じたトラブル及び損失は、任意に変更した者がその責任を負うものとする。 

 



７ 宿泊・弁当料金等 

（１） [宿 泊] １人当たりの料金 

 

区分 
宿泊料金  

摘要 １泊２食 

A  ９，０００円  

サービス料、消費税、

入湯税を含む。 

B １０，０００円 

C １１，０００円 

D １２，０００円 

    

[弁 当] １個当たり   ８００円（パックお茶付き、消費税込み） 

 

（２）上記宿泊料金の適用期間は、当該する競技開催の前日から終了日までとする。また、弁当

料金の適用期間は、本大会競技開催から終了までの期間とする。 

 

８ 宿泊・弁当の申込及び変更・取消 

（１） 宿泊・弁当申込期限 

    参加申込締切日と同一日とする。 

（２） 参加申込 

   ア 各都県競技団体が、大会専用申込サイトの［マイページ］より人数及び該当事項を入 

力し、完了する。 

     ※持ち込み車両の記載について 

     宿舎への案内のために確認するもので、代理予約するものではない。各宿泊施設又は 

近隣施設等への予約は自ら行うこと。 

   イ 宿泊申込における泊数について、あらかじめ必要な泊数（勝ち残り、負け残り等に 

より考えられる泊数）をすべて申し込み、宿泊の取消が生じた場合は、次項（３）に従 

って申し出をすること。 

   ウ 宿泊・弁当申込専用サイトのアドレス及びファクシミリ等連絡先 

申込専用ホームページは、公益財団法人栃木県スポーツ協会のホームページを参照のこと。 

（http://www.tochigi-sports.jp/） 

  ≪宿泊、弁当申込に関する問合せ先≫ 

   東武トップツアーズ株式会社 宇都宮支店 

   「第 76回国民体育大会関東ブロック大会 宿泊・弁当デスク」 

   ［申込専用サイト］https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/kanburo-tcg/ 

〒320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り 2-1-1 ＮＭＦ宇都宮ビル５階 

TEL：０２８-６３６-７７６１ FAX：０２８－６３６－７７６０ 

E-mail: kanburo-tcg2021@tobutoptours.co.jp 

営業時間： ９:３０～１７:３０（土・日・祝日を除く。） 

（３）宿泊内容の変更及び取消 

   ア 宿泊の取消・変更については、入宿日６日前までに大会専用申込サイトの［マイペー

ジ］より行うこと。それ以降の取消・変更については、東武トップツアーズ又は宿舎

へ速やかにお申し出ること。 

   イ その申し出の効力の発生時期は、申し出のあった日時とする。ただし、上記営業時間

外については、翌営業日の取扱とする。 

   ウ 取消・変更により返金が生じた場合については、競技日程終了後、申込責任者が指定

する返金振込口座に振り込むものとする。 

 



宿泊取消しの申出区分 宿 泊 取 消 料 

宿泊予定日（初泊）の６日前まで 無料 

宿泊予定日（初泊）の５日前以降４日前まで 
 宿泊料金の２０％ 

（１４名以下は無料） 

宿泊予定日（初泊）の３日前以降前日まで 宿泊料金の２０％ 

宿泊予定日（初泊）の当日 宿泊料金の５０％ 

宿泊予定日開始後又は無連絡不参加 宿泊料金の１００％ 

   エ 選手・監督が競技開始後において、競技の都合により宿泊を取り消す場合は、ウの定

めにかかわらず、次のとおりとする。 

宿泊取消しの申出区分 宿 泊 取 消 料 

宿泊予定日の前日まで 無料 

宿泊予定日の当日１２：００まで 

*連泊の場合１０：００までにチェックアウト 

が済んでいることが条件 

宿泊代金の５０％ 

宿泊予定日の当日１２：００以降 宿泊代金の１００％ 

    ※競技の都合により宿泊を取り消す場合は、取り消した泊数にかかわらず、１人につき 

１泊分の取消料のみとする。 

   オ 宿泊責任者又は本人が宿泊取消料を支払うことができない場合は、宿泊申込責任者が 

最終責任を負うものとする。 

   カ 欠食控除 

     欠食は原則として認められない。ただし、競技の都合により朝食及び夕食を欠食しよ 

うとする場合、申出期限までに東武トップツアーズに申し出た場合に限り、それぞれの 

食事料金を控除する。なお、欠食控除分の代金は、大会当日東武トップツアーズデスク 

で返金するものとする。 

区 分 申出期限 控除料金 

朝 食 宿泊予定日（初泊）の６日前まで １人    ７００円 

夕 食 宿泊予定日（初泊）の６日前まで １人 ２，０００円 

（４） 弁当の申込 

   ア 弁当申込は、各都県競技団体が大会専用申込サイトの［マイページ］より種別ごとに

数量及び該当事項を入力の上、完了する。 

   イ 弁当申込における数量は、あらかじめ必要な数量をすべて申し込み、弁当の変更及び

取消が生じた場合は、次項（５）に従って申し出ること。 

（５） 弁当の変更及び取消 

   ア 申込後の変更 

     初日の弁当については、配送日２日前（土・日・休日を除く。）までに大会専用申込

サイトの［マイページ］より申込責任者が、数量を訂正し、入力の上、完了する。入力

を完了した日時が申し出の日時となる。初日の弁当については、前日の申込数量が確定

数（買取り数）となる。 

   イ 大会２日目以降の変更及び取消について 

     利用前日の正午１２時までに東武トップツアーズ大会担当デスクに連絡すること。 

     以降、前日までの変更及び取消は代金の 50％を取消料として申し受ける。 



（６） 弁当の配送場所 

申込者の指定する競技種別会場とする。 

 

９ 宿泊・弁当料金の支払い、返金方法 

（１） 料金の支払い 

   宿泊責任者（宿泊申込代表者が宿泊者の中から定めたもの）が、大会専用申込サイト［マ 

イページ］より請求書を発行し、記載の定められた期日までに指定口座へ振り込むこと。 

   なお、やむを得ず現金払いが必要な場合は、予め東武トップツアーズへ連絡の上、支払い 

  方法の打合せを行い、決定すること。 

（２） 宿泊・弁当料金振込先 

   競技ごとに指定する口座に振り込むものとする。 

・金融機関：みずほ銀行       ・支店名 ：東武支店 

・口座種別：当座          ・口座名義：東武トップツアーズ株式会社 

水泳（水球） ９９９４１４９ フェンシング ９９９４５４８ 

水泳（ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ） ９９９４０６８ 柔道 ９９９４２８９ 

サッカー ９９９４４７５ ソフトボール ９９９４４８３ 

テニス ９９９４２４６ バドミントン ９９９４３２７ 

ボート ９９９４３８６ 弓道 ９９９４４６７ 

ホッケー ９９９４６０２ ライフル射撃 ９９９４２３８ 

ボクシング ９９９４３１９ 剣道 ９９９４１６５ 

バレーボール ９９９４４９１ ラグビーフットボール ９９９４５７２ 

体操 ９９９４４０８ スポーツクライミング ９９９４１５７ 

新体操 ９９９４４２４ カヌー SL・WW ９９９４１３０ 

トランポリン ９９９４４３２ カヌー スプリント ９９９４３３５ 

バスケットボール ９９９４５０５ アーチェリー ９９９４５６４ 

ウエイトリフティング ９９９４３５１ 空手道 ９９９４２７０ 

ハンドボール ９９９４３７８ なぎなた ９９９４４５９ 

ソフトテニス ９９９４５１３ ボウリング ９９９４４４０ 

卓球 ９９９４６１０ ゴルフ ９９９４３９４ 

軟式野球 ９９９４６２９ アイスホッケー ９９９４６３７ 

馬術 ９９９４２６２   

（３） 取消・変更による返金について 

   東武トップツアーズは、競技日程終了後、申込責任者が指定する「返金振込先」口座に返

金する。 

 

10 その他 

（１） 宿舎内の避難経路の確認を行うこと。 

（２） 貴重品の管理については、盗難防止の上から十分配慮すること。 

（３） 食中毒防止のため、原則として外部からの飲食物を持ち込まないこと。 

（４） 車両の駐車（特に大型車両）について、宿舎と事前に協議しておくこと。 

（５） 昼食（弁当）は、午後２時までに各会場の受取所にて受け取り食すること。 

（６） 消費期限の過ぎたものは、食品衛生上破棄すること。 

（７） 大会主催者（運営者）及び宿舎、競技施設が示す感染拡大防止ガイドラインを遵守する

こと。 


