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１. 基本方針
第41回全日本中学校陸上競技選手権大会の宿泊・輸送および昼食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｡� 全日本中学校陸上競技選手権大会実行委員会 (以下 ｢実行委員会｣ という) の宿泊・弁当・輸送基本方
針に従って実施します｡� 本大会参加者の宿泊場所は指定宿泊とします｡ 指定外の宿泊施設の利用は原則として認められません｡
指定宿泊以外の宿舎を利用の場合､ 緊急時通達ができず､ また必要書類の受渡しが出来ないことが予想さ
れます｡ なお､ 指定したホテルの変更は原則として認めません｡ 変更によって生じたすべての紛議や損失
は､ 任意に宿泊を変更した者がその責任を負うことになります｡� 宿泊・弁当・輸送に関しては､ 必ず大会実行委員会指定業者 『株式会社ＪＴＢ中国四国高松支店』 (以
下､ ｢全中陸上宿泊事務局｣ という) を通じての申込となります｡� 宿泊割当は､ 選手･監督･役員等を優先し､ 部屋割りは男女の別や引率･選手の別等を考慮して行います｡� ご希望された宿泊区分が満室の場合､ 他の区分の宿泊施設をご案内させていただきます｡

2. 取扱 (適用) 期間
平成26年８月16日 (土) ～20日 (水) ５泊 (大会前日泊と閉会式後の宿泊を含みます)

※但し､ 災害等特別な事由が生じた場合は､ 別当考慮します｡

3. 宿泊について� ご旅行代金 (宿泊代金) について
※ご旅行代金 (宿泊代金) は､ 税金・サービス料を含む１名当りの金額です｡ 宿泊は募集型企画旅行とな
ります｡

●引率 (監督)､ 選手・生徒､ 役員・視察員

●応援保護者・その他 ※１泊朝食付のみの対応となります

①利用ホテルについては【宿泊施設一覧表】にてご確認ください｡
②お部屋タイプについて
※シングルルーム数に限りがある宿泊施設や､ 全てがシングルルームの宿泊施設がありますのでご要望
に添えない場合があります｡
※ツイン・トリプル・フォースルーム使用の場合､ エキストラベッド対応になる場合があります｡
③小学生も同料金となります｡ 小学生未満のお子様の宿泊につきましては ｢全中陸上宿泊事務局｣ にお問
い合わせ下さい｡
④宿泊施設を指定してのお申込は受付できません｡
⑤最少催行人員はシングル１名様､ ツイン２名様､ 和室２名様｡ 添乗員は同行いたしません｡ 各宿泊施設
でのチェックイン手続きはお客様ご自身でおこなっていただきます｡� 欠食控除について
１泊２食を基本としますが､ 視察員・役員 (また引率教員がその他の事由) で夕食を欠食される場合は､
宿泊代金から夕食代1�500円を控除させていただきます｡ ただし､ 宿泊のお申込時に限らせていただきま
すのでご了承ください｡ 朝食の欠食については､ お取り扱いいたしませんのでご注意ください｡� 配宿について

第41回全日本中学校陸上競技選手権大会
宿泊・弁当・輸送要項

申込記号 宿泊施設タイプ／部屋 ご旅行代金 宿泊条件

Ａ ホテルタイプ／洋室 12,300円 １泊２食付

Ｂ ホテル・旅館タイプ／洋室・和室 11,300円 １泊２食付

Ｃ ホテル・旅館タイプ／洋室・和室 10,800円 １泊２食付

Ｄ ホテル・旅館タイプ／洋室・和室 9,800円 １泊２食付

Ｅ ホテルタイプ／洋室 12,000円 １泊朝食付

Ｆ ホテルタイプ／洋室 8,300円 １泊朝食付



配宿は実行委員会と協議のうえ行います｡ 各宿泊区分及び宿泊施設の収容人員が満員に達した場合､ 止
むを得ず希望外又は利用宿泊施設以外への配宿を行うことがあります｡ 予めご了承下さい｡
※駐車場の条件 (駐車代金等) はホテルによって異なります｡ また満車の場合には､ 近隣コインパーキン
グをご利用いただく場合もございます｡ 宿舎決定後に各宿舎へ直接お問い合わせ下さい｡

4. 弁当について� 取扱期間 平成26年８月17日 (日) ～20日 (水) ※弁当は募集型企画旅行となります｡
事前お申込分を学校単位にして､ 大会会場にて引き渡しいたします｡ 周辺には食事施設が少
ないため､ お弁当のお申込をお勧めいたします｡� 代金 弁当１食 860円 (税込) �パックお茶付� 弁当の引き換えは､ 10�30～13�30の間に弁当引換所にて引換券と交換いたします｡� 食中毒が心配な時期ですので､ 受け取り後は､ お早めにお召し上がり下さい｡� 弁当の空き箱回収を行います｡ 空き箱は指定の場所に15�00までにお持ち下さい｡

5. 輸送について
丸亀競技場は駐車場が少なく､ 公共交通機関でのアクセスは路線バスのみとなっております｡ そこで､ 選
手・監督向けのプランとしてピストンバスの運行 (各ホテルから競技場まで)､ 応援保護者様向けのプラン
としてシャトルバスの運行 (丸亀駅から競技場まで) を下記の通りご案内致します｡
ピストンバス・シャトルバスは両プラン共に募集型企画旅行となります｡ 最少催行人員１名様､ 添乗員は
同行いたしません｡� 各ホテルから競技場までのピストンバスのご案内
①運行期間�平成26年８月17日 (日) ～20日 (水)
②運行代金�お一人様１日あたり1�500円 (複数回利用可)

高松駅から丸亀駅までJRをご利用いただいた場合､ JR運賃は往復1,100円かかります｡ JR
利用と比較しますと金額的にも身体的な負担も少ない大変お得なプランとなっております｡
各地区と競技場間の所要時間に関しては､ 要項内の香川県概略図にてご確認ください｡

③ピストンバス運行スケジュール
８月17日 (日)
各ホテル出発時間 １便 ８時00分発 ２便 10時30分発
丸亀競技場出発時間 １便 15時30分発 ２便 17時10分発
※17日の往路バスに関しては近隣ホテルとの混乗の可能性が高いです｡ 乗車人員の関係でスケジュー
ルが多少変更になる可能性があります｡

８月18日 (月) ～19日 (火)
各ホテル出発時間 １便 ６時30分発 ２便 ９時30分発 ３便 14時30分発
丸亀競技場出発時間 １便 13時00分発 ２便 16時00分発 ３便 各日全競技終了後30分～60分後に出発
※ホテル発の時間はホテル立地や､ 乗車人員の関係により多少変更になる可能性があります｡

８月20日 (水)
各ホテル出発時間 １便 ６時30分発 ２便 ９時30分発 ３便 14時30分発
丸亀競技場出発時間 １便 13時00分発 ２便 閉会式終了後 丸亀駅経由高松空港またはホテルへ
※ホテル発の時間はホテル立地や､ 乗車人員の関係により多少変更になる可能性があります｡

④所要時間 高松・観音寺エリア【約40分】 坂出エリア【約30分】 琴平エリア【約20分】
丸亀エリア【約10分】
※道路状況により所要時間が変わる場合があります｡ 予めご了承ください｡

本プランを���でお申込の方は､ ｢ホテル～競技場間ピストンバス専用申込書｣ にてお申込ください｡ 混
乗時のピストンバスのスケジュール変更に関しては､ 宿泊場所の決定通知送付時にお知らせします｡ 配宿場
所の関係等によりキャンセルされる場合は､ 速やかにご連絡をお願いします｡ 原則バスの運行は１台あたり
40名以上で計画しますので､ 近隣ホテルとの混乗になる可能性もあります｡ 予めご了承ください｡� 丸亀駅から競技場までのシャトルバスのご案内
丸亀駅から丸亀競技場間のシャトルバスをご用意しております (所要時間10分～15分)
①運行期間�平成26年８月16日 (土) ～20日 (水)
②運行代金�１日利用券 お一人様１日あたり800円 (当日乗り場で現金集金致します)

(高松駅から丸亀駅を��ご利用いただいた場合､ ��運賃は往復1�100円かかります)



③運行時間 16日 (土) ７�40～17�10 (丸亀駅毎時40分発､ 競技場毎時10分発)
17日 (日) ７�40～17�10 (丸亀駅毎時40分発､ 競技場毎時10分発)
18日 (月) ～19日 (火) ７�20～９�50 16�00～19�00
20日 (水) ７�20～９�50 16�00～18�00

18日～20日 (午前中�丸亀駅毎時20・50分発) (午後�競技場発毎時00分・30分発)
※本プランは事前の申込は不要です｡ 座席予約制では無いため､ 時間帯によってはお並びいただくこともございます｡

※各県の入県事情により､ 貸切バス等別途対応が必要な場合は､ ご遠慮なく事前にご相談ください｡

6. 変更・取消について
宿泊 ※取消日基準時間は17時30分まで (17時30分を過ぎた場合は翌日受付扱いとなります)

弁当 ※取消日基準時間は17時30分まで (17時30分を過ぎた場合は翌日受付扱いとなります)

ピストンバス・シャトルバス ※取消日基準時間は17時30分まで (17時30分を過ぎた場合は翌日受付扱いとなります)

7. お申込みのご案内�インターネットでのお申込� 申込先
以下の���からお申込ください｡
〈���〉��������������101��������������41��������
｢第41回全日本中学校陸上競技選手権大会｣ 予約専用���です｡� 申込締切について

平成26年８月１日 (金) 17�30� 申込方法
①新規申込をクリックしてください
② ｢個人情報のお取り扱いについて｣ の画面で同意いただける場合は上記規約に同意しますにチェック
を入れていただき､ 新規申込画面へ進むをクリックして下さい｡
③ ｢お申込連絡担当者情報の登録｣ を行っていただきます｡ 画面に沿って情報をご入力いただき､ ご希
望のログイン��をいただき登録内容の確認画面へをクリックしてください｡ 入力していただいた内
容を確認した後に確定するをクリックしてください｡ (内容に誤りがあった場合は訂正するをクリッ
クして正しい内容を入力してください｡) ここで登録したログインIDは､ 登録終了後､ 変更や取消を
する際のログイン時に必要となりますので､ 必ず控えておいてください｡ また､ ログイン時に必要な
パスワードは ｢お申込連絡担当者情報の登録｣ で登録していただいた ｢メールアドレス｣ に送信され
ますので､ こちらも必ず控えておいてください｡
④次に ｢参加者登録｣ をしていただきます｡ 参加者を登録するをクリックしてください｡ この画面でご参
加者の追加・宿泊申込・弁当・輸送に関してのお申込をしていただきます｡ 宿泊のお申込は､ それぞれ
の宿泊日でご希望の宿泊記号をご選択ください｡ 夕食がご不要の場合は､ １泊朝食付をご選択ください｡
弁当や輸送に関しては､ ご希望の日にち・内容の申込むにチェックを入れてください｡ 登録内容の
入力ができましたら､ 確認するをクリックしていただき､ 登録内容をご確認ください｡ 間違い無けれ
ば､ 確定するをクリックして登録内容を確定させてください｡
⑤登録が確定しましたら､ メインメニューでお申込内容確認書をクリックしていただき､ ���形式で
お申込内容をプリントアウトしておいてください｡ お申込内容確認書は､ 参加申込締切以降の変更・
取消に必要ですので必ずお手元で保管をお願い致します｡
※今回はメインニュー内の決済画面はご宿泊いただくホテルが決定するまではご利用いただけませんの
で､ ご注意ください｡ ホテル決定後は決済画面からご請求書を印刷できる様になります｡

取消日 ４日前まで ３日前～前日 当日 旅行開始後又は無連絡の不泊

宿泊取消料 無 料 20％ 50％ 100％

取消日 ４日前まで ３日前～当日 当日 旅行開始後又は無連絡

弁当取消料 無 料 20％ 50％ 100％

取消日 ４日前まで ３日前～前日 当日 旅行開始後又は無連絡

バス取消料 無 料 20％ 50％ 100％



� 変更・取消
８月１日17�30までは､ インターネット内で変更・取消が可能です｡ それ以降の変更・取消に関して

は､ ���または������にてご連絡ください｡ お申込内容確認書に変更点が分かるようにご記入いただ
いてご連絡をお願いします｡���番号�０８７－８２１－２１７７ �������41������������������ 宿泊・弁当・貸切バス・シャトルバスの確認書送付について
平成26年８月11日 (月) までに､ 申込責任者宛に､ 確認書類・請求書を送付致します｡
間際でのお申込に関しましては､ ���でのご回答とさせていただく場合がございます｡
※万一期日までに書類が届かない場合は恐れ入りますが､ ご連絡をいただきますようお願い致します｡� お支払について
平成26年８月14日 (木) までに､ 弊社指定口座へお振り込み下さい｡ 振込手数料はお客様ご負担にて
お願い申し上げます｡
指定口座�三菱東京UFJ銀行 千代田支店 普通預金口座 5464272 株式会社ＪＴＢ中国四国� 返金について
振込後､ 変更・取消などにより返金が生じた場合､ 大会終了後､ お客様指定の口座へ振り込みます｡� 領収証について
確認書類送付時に領収証発行依頼書を送付いたします｡ 必要事項をご記入のうえご返送ください｡
領収証の引き渡しは､ 原則として大会終了後郵送にて送付させていただきます｡����でのお申し込み� 申込先
全中陸上宿泊事務局へお申込ください｡� 申込締切について
平成26年８月１日 (金) 17�30� 申込方法
出場が決定次第､ 所定のお申込書に必要事項をご記入のうえ､ ���にてお申込ください｡� 変更・取消���でのお申込の方の変更・取消等につきましては､ 既にお申込済の ｢大会参加・宿泊・弁当申込
書｣ に加筆訂正の上､ ���にてお知らせください｡
※お電話での変更・取消等につきましては､ 受付できませんので､ ご了承ください｡�～�に関しましては､ 上記インターネットでのお申込と同様です｡

●旅行企画・実施／お問い合わせ先

株式会社ＪＴＢ中国四国 高松支店

平成26年度 全中陸上宿泊事務局 担当�谷村・松本・古山
TEL 087－822－0033 FAX 087－821－2177

E-mail 41zenriku@cs.jtb.jp
営業時間 9�30～17�30 休業日 土曜・日曜・祝日

一般社団法人日本旅行業協会正会員 観光庁長官登録旅行業1769号

〒760�0028 高松市鍛冶屋町７－６
総合旅行業務取扱管理者 古山 貴規

※総合旅行業務取扱管理者とは､ お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です｡

ご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら､ ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者に

ご質問ください｡



宿泊施設一覧表 ●引率 (監督)､ 選手・生徒､ 役員・視察員
番号 地区 申込記号 ホテル名 タイプ 朝食開始時間

１ 高松 Ａ ダイワロイネットホテル高松 洋室 ６�15
２ 高松 Ｃ 高松センチュリーホテル 洋室 ６�00
３ 高松 Ｂ 高松東急イン 洋室 ６�00
４ 高松 Ａ リーガホテルゼスト高松 洋室 ６�00
５ 高松 Ｃ ホテルパールガーデン 洋室・和室 ６�30
６ 高松 Ｄ 高松ターミナルホテル 洋室 ６�00
７ 高松 Ｄ オークラホテル高松 洋室 ６�00
８ 高松 Ｃ ホテル№１高松 洋室 ６�00
９ 高松 Ｄ 高松ワシントンホテルプラザ(夕食は近隣施設となります) 洋室 ６�00
10 高松 Ｃ ドーミーイン高松 (夕食は近隣施設となります) 洋室 ６�00
11 高松 Ｂ 東横イン高松兵庫町(食事は隣の東急インとなります) 洋室 ６�00
12 高松空港 Ｄ アパホテル高松空港 洋室・和洋室 ６�00
13 塩江 Ｄ ホテルセカンドステージ 洋室・和室 ６�00
14 塩江 Ｃ 新樺川観光ホテル 和室 ６�20
15 丸亀 Ｄ 丸亀プラザホテル 洋室 ６�00
16 丸亀 Ｄ アパホテル丸亀駅前大通り 洋室・和室 ６�00
17 丸亀 Ｃ ホテルルートイン丸亀 洋室 ６�00
18 丸亀 Ｂ オークラホテル丸亀 洋室 ６�00
19 坂出 Ｃ 坂出グランドホテル 洋室・和室 ６�00
20 坂出 Ｂ 坂出プラザホテル 洋室・和室 ６�00
21 宇多津 Ｃ 宇多津グランドホテル 洋室・和室 ６�30
22 宇多津 Ｃ ホテルサンルート瀬戸大橋 洋室 ６�00
23 善通寺 Ｄ 善通寺グランドホテル 洋室 ６�30
24 観音寺 Ｃ 観音寺グランドホテル 洋室・和室 ６�30
25 琴平 Ｂ ことひら温泉琴参閣 洋室・和室 ６�00
26 琴平 Ｂ 琴平花壇 和室 ６�30
27 琴平 Ｄ つるや旅館 和室 ６�00
28 琴平 Ｄ 八千代 和室 ６�00

宿泊施設一覧表 ●応援保護者・その他
番号 地区 申込記号 ホテル名 タイプ

29 高松 Ｅ ＪＲホテルクレメント高松 洋室

30 高松 Ｆ 高松シティホテル 洋室

31 高松 Ｆ ビジネスホテル東宝イン高松 洋室

32 高松 Ｆ チサンイン高松 洋室

33 高松 Ｆ パークサイド高松 洋室

34 高松 Ｆ ホテルエリアワン高松 和室

35 高松 Ｆ アパホテル高松瓦町 洋室

36 坂出 Ｆ ホテルニューセンチュリー坂出 洋室

37 坂出 Ｆ ホテルルートイン坂出北インター 洋室

38 善通寺 Ｆ チサンイン丸亀善通寺 洋室

39 琴平 Ｆ 琴平パークホテル 洋室

40 琴平 Ｅ 琴平リバーサイドホテル 洋室

41 琴平 Ｆ 虎丸旅館 和室

朝食開始時間に関しては､ 一部ホテルは競技日 (18日～20日) のみの設定となります｡
17日・21日の朝食開始時間に関しては､ 大変お手数ではございますが直接ご確認をお願い致します｡
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お申し込みの際には､ 旅行条件書 (全文) をお受け取りいただき､ 必ず内容をご確認のうえお申し込みください｡
ご旅行条件 (要約)

●募集型企画旅行契約
この宿泊・弁当・ピストンバス・シャトルバスプランは㈱JTB中国四国 (広島県広島市中区紙屋町２－１－22 観光庁長官登録旅
行業第1769号｡ 以下 ｢当社｣ といいます｡) が企画・実施する旅行であり､ この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契
約 (以下 ｢旅行契約｣ といいます｡) を締結することになります｡ また､ 旅行条件は､ 下記によるほか､ 別途お渡しする旅行条件書
(全文)､ 出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります｡
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1) 所定の申込書に所定の事項を記入し､ お申し込みください｡
(2) 電話､ 郵便､ ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合､ 当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して指定日以
内に代金の支払をしていただきます｡

(3) 旅行契約は､ 当社が契約の締結を承諾し､ 代金を受領したときに成立するものとします｡
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前 (お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに)
にお支払ください｡ また､ お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合､ お客様の署名なくして旅行代金､ 取消料､ 追加
諸費用などをお支払いただくことがあります｡ この場合のカード利用日は､ お客様からお申し出がない限り､ お客様の承諾日とい
たします｡
●取消料
お客様は旅行契約成立後いつでも､ ｢要項６の変更取消について｣ による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除する
ことができます｡ ただし､ 旅行契約の解除期日とは､ 当社の営業日・営業時間内にお受けしますので､ 旅行お申込み時に営業時間
等をお客様ご自身でもご確認ください｡
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (注釈のないかぎりエコノミークラス)､ 宿泊費､ 食事代､ 及び消費税等諸税｡ これらの
費用は､ お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません｡
(コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません｡)

●特別補償
当社は､ 当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず､ 募集型企画旅行約款特別補償規定に基づき､ お
客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により､ その身体､ 生命又は手荷物上に被った一定の損害について､ 以
下の金額の範囲において､ 補償金または見舞金を支払います｡
・死亡補償金�1,500万円 入院見舞金�２～20万円 通院見舞金�１～５万円
・携行品損害補償金�お客様１名につき15万円 (但し､ 補償対象品１個あたり10万円を限度とします)
●国内旅行保険への加入について
ご旅行中､ けがをした場合､ 多額の治療費､ 移送費等がかかることがあります｡ また､ 事故の場合､ 加害者への損害賠償請求や賠
償金の回収が大変困難であるのが実情です｡ これらの治療費､ 移送費､ また､ 死亡・後遺障害等を担保するため､ お客様自身で充
分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします｡ 詳細については､ 販売店の係員にお問合せください｡
● ｢通信契約｣ を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員 (以下 ｢会員｣ といいます｡) より ｢会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払い
を受ける｣ こと (以下 ｢通信契約｣ といいます｡) を条件に申込を受けた場合､ 通常の旅行条件とは以下の点で異なります｡ (受託
旅行業者により当該取扱ができない場合があります｡ また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります｡)
(1) 契約成立は､ 契約成立は､ 当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき (e-mail等電子承諾通知を利用す
る場合は､ その通知がお客様に到達したとき) とします｡ また申込時には ｢会員番号・カード有効期限｣ 等を通知して頂きま
す｡

(2) ｢カード利用日｣ とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます｡ 旅行代金のカード利用日は ｢契約成立日｣
とします｡ また取消料のカードの利用日は ｢契約解除依頼日｣ の翌日から起算して７日間以内とします｡

(3) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合､ 当社は通信契約を解除し､ 規定の取消
料と同額の違約料を申し受けます｡ ただし､ 当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合
はこの限りではありません｡

●個人情報の取扱について
当社及び販売店は､ 旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について､ お客様との間の連絡のために利用させて
いただくほか､ お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの
受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます｡ また､ 大会主催者事務局へ提出します｡ ご提出いただいた個人情報
をそれ以外の目的では使用いたしません｡
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2014年４月１日を基準としております｡ 又､ 旅行代金は 2014年４月１日現在の有効な運賃・規則を基準として
算出しています｡ 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません｡



第41回全日本中学校陸上競技選手権大会

開会式会場・競技場案内図

大会会場�県立丸亀競技場
開会式会場�
丸亀市民体育館

丸亀市街地
拡 大 図

高松市内
拡 大 図












