
大会開催期日：２０２２年８月１９日（金）～２０２２年８月２１日（日） ３日間

 会 場   ：ニンジニアスタジアム（愛媛県総合運動公園) 

会場 住所 ：〒791-1136 愛媛県松山市上野町乙46番地 TEL 089-963-3211

ご挨拶

 第 ５７ 回全国高等専門学校体育大会陸上競技が開催されますことを心から歓迎申し上げます。 

 ご参加の皆様方のご便宜を図るため、ご宿泊等のお世話を本四バス開発㈱にてお取り扱いさせて

 頂くことになりました。大会のご成功に向け、精一杯のお手伝いをさせていただきますので、皆様方

 のお申込をお待ちしております。

(1) 宿泊・弁当・氷のお申し込み

 下記 メールアドレスに、別紙申込用紙をご記載いただきメールにてご依頼ください。

 お電話またはＦＡＸでのお申込みは承れませんので、予めご了承ください。

申込専用メールアドレス：y-murakami＠honshi-bus-kaihatsu.com

申込締切：２０２２年７月２１日（木）１７：００までにお申し込みをお願いします。

ご登録いただきました個人情報の管理には当社個人情報保護方針にもとづき適切な体制で臨んでおります。

(2) 予約確認書（宿泊先回答書）・請求書のご送付

メールより 8 月３日（水）を目安に、予約確認書、請求書およびご旅行条件書（全文）をご連絡させ

ていただきますので、ご確認いただき、予約確認書は当日ご持参のうえ、宿泊先にご提示ください。

第５７回全国高等専門学校体育大会 陸上競技 宿泊プラン・昼食弁当・氷のご案内

《1》お申込み方法のご案内

本四バス開発㈱

村上 由展



(3) ご旅行代金のお支払い

請求書が到着次第、８月１０日（水）までにお振込みをお願いします。

 （振込手数料はご負担願います。）

振込先

 広島銀行  尾道駅前支店  

 口座種類：普通口座

 口座番号：０５７５４５３

 口座名 ：本四バス開発（株）

変更・取消にてご返金が生じた場合には、ご旅行条件書（全文）に規定の期日までに、振込みにて

ご返金となります、ご了承ください。

《２》宿泊プランのご案内 ※当社との募集型企画旅行契約となります。

(1) 宿泊プランの概要

宿泊プラン設定日：２０２２年８月１8日（木）～２０２２年８月２１日（日）の毎日

         いずれも１泊２日

ご 旅 行 代 金：（2）の宿泊プラン一覧をご参照ください。

食事条件：1 泊食事無プラン 朝食 0回、昼食 0 回、夕食 0 回

     1 泊朝食付プラン 朝食 1 回、昼食 0 回、夕食 0 回

     1 泊 2 食付プラン 朝食 1 回、昼食 0 回、夕食 1 回

最 少 催 行 人 員：1 名様

そ の 他

・ お申込みはご希望のホテル記号（A・B・Cなど のいずれか）を第３希望までご選択の上、 

お申込みください。

・ ご旅行代金には、諸税・サービス料金を含んでいます。

・ 本プランは、他の参加者との相部屋の取扱いはいたしません。

・ お申込みの際には希望なお、申込受付順の受付となりますので、お早めにお申込み下さい。

・ 各宿泊施設の部屋数には限りがございます。ご希望の客室・宿泊施設が満室の場合、ご希望に従い

  他の客室・宿泊施設をご案内させていただく場合がございます。

・ 記載のホテルの客室には全てバス・トイレの設備が有ります。

・ ツインルーム使用の場合、エキストラベッド対応になる場合がございます。

・ 禁煙部屋には限りがございますので、ご希望に沿えない場合がございます。

・ 朝食が不要の場合でもオリジナルプランのため、ご返金はできません。（権利放棄となります）

・ 個人勘定及びこれに伴うサービス料金と諸税は各自ご精算願います。



(2) 宿泊プラン一覧

記号 客室条件
ご旅行代金（税込）

（お一人様）

施設情報

（ｺﾝﾋﾞﾆ）
シングルルーム

（1名1室利用）

１泊２食付

＠７，５００円
徒歩５分

ツインルーム

（２名1室利用）

１泊２食付

＠６，７００円

シングルルーム

（1名1室利用）

１泊２食付

＠７，５００円
徒歩３分

ツインルーム

（２名1室利用）

１泊２食付

＠６，７００円

シングルルーム

（1名1室利用）

１泊朝食付

＠８，０００円
徒歩１分

ツインルーム

（２名1室利用）

１泊朝食付

＠７，０００円

シングルルーム

（1名1室利用）

１泊朝食付

＠７，０００円
徒歩４分

シングルルーム

（1名1室利用）

１泊食事なし

＠７，７００円
徒歩１分

シングルルーム

（1名1室利用）

１泊食事なし

＠６，７００円
徒歩１分

シングルルーム

（1名1室利用）

１泊食事なし

＠６，７００円
徒歩２分

ツインルーム

（２名1室利用）

１泊食事なし

＠４，８００円

シングルルーム

（1名1室利用）

１泊食事なし

＠６，５００円
徒歩４分

ツインルーム

（２名1室利用）

１泊食事なし

＠６，０００円

シングルルーム

（1名1室利用）

１泊食事なし

＠６，４００円
徒歩３分

ツインルーム

（２名1室利用）

１泊食事なし

＠５，９００円

シングルルーム

（1名1室利用）

１泊食事なし

＠６，４００円
徒歩２分

シングルルーム

（1名1室利用）

１泊食事なし

＠５，５００円
徒歩２分

ホテル名 交通アクセス

会場まで車で約20分ホテルAZ 伊予店A

B ホテルAZ 愛媛松山西店 会場まで車で約40分

会場まで車で約30分

C コンフォートホテル松山 会場まで車で約30分

D

E ネストホテル松山 会場まで車で約25分

K チェックイン松山 会場まで車で約30分

F ホテル№１松山 会場まで車で約25分

G 東横イン松山一番町 会場まで車で約30分

J ホテルドッチ 会場まで車で約30分

H ホテルカジワラ 会場まで車で約30分

I ホテル泰平

スーパーホテル松山 会場まで車で約30分



(4) 取消料

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

 5．当日の解除、旅行開始後又は無連絡不参加

《3》弁当・氷のご案内 ※当社は、お弁当の代行受付を承っております。

(1) 弁当概要

大会期間中２０２２年８月１９日（金）～２１日（日）会場でのお弁当・氷手配を事前に承ります。

昼食弁当お茶付 代金：1 個 750 円（税込・配達料込・ゴミ回収料込） 

    ※（２）の取消料規定がございます。

氷 代金：１貫目 ３．７５ｋｇ 600円（税込・配達料込） 

    ※氷については買取となります。取消規定はございません。

・ 宿泊のお申込と同時に 用紙記載をしメールにてお申込み下さい。

 なお、当日販売は行いませんのでご了承下さい。

・ お支払いは、ご旅行代金とあわせてお振込みください。

・ お弁当のお引渡しは会場にて指定時間に引渡しとなります。

 空箱回収もおこないますので引渡し時と同じ指定場所、時間に返却のご協力をお願いいたします。

 お受け取り後は早目にお召し上がりください。

・ 氷は会場にて指定時間に引渡しとなります。

(2) 取消料

・ 弁当のお手配は旅行契約ではございません。手配先との取り決めにより、

 以下の取消料を適用させていただきます。

・ お申込後の変更・取消は必ず、受付箇所にご連絡をいただき、受付箇所が受理した場合のみ変更・

 取消をた まわります。また、以下の期日にて取消の場合、取消料を申し受けます

・ 氷はお申し込みと同時に買い取りとなります。取消はできません。

・ コロナウィルスによる影響で大会が中止または延期となった場合でも規定の取消料を申し受けます。
取消料（1 個あたり）

契約解除の日   

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって
 2．20 日目にあたる日以降の解除（3～6 を除く） 

 1．21 日目にあたる日以前の解除  

3．7日目にあたる日以降の解除（4～6 を除く）  

無料

旅行代金の 20％

旅行代金の 30％

 4．旅行開始日の前日の解除 

解除の日

旅行代金の 50％ 

旅行代金の 100％

1．3 日前までの解除
2．上記１．以降、2 日前までの解除
3．上記 2．以降、前日の 12:00 までの解除
4．上記 3．以降、当日の解除および無連絡

無料
代金の 50％
代金の 80％
代金の100％

取消料（お１人様）



《4》変更・取消のご案内

変更・取消は、メールにてご連絡ください。メール以外は取扱しません。

なお、お申込後の取消につきましては、それぞれ規定の取消料を申し受けます。

・ 取消基準日は、メールの通信日としますので、必ずメールにてご連絡ください。

・ 取消後の返金につきましては、取消料を相殺した残額をご返金いたします。

・ コロナウィルスによる影響で大会が中止または延期となった場合でも規定の取消料を申し受けます。

《5》お申し込み・お問い合わせ先

＜お問い合わせ・お申し込み・旅行企画・実施＞

本四バス開発㈱ 本社
広島県知事登録2-158号

広島県尾道市東御所町11-15

TEL 0848-25-5571
FAX 0848-25-5574
e-mail y-murakami＠honshi-bus-kaihatsu.com

（営業時間：月曜～金曜 9:00～17:00 土・日・祝祭日は休業）

総合旅行業務取扱管理者：村上由展

担当：村上由展

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 明にご不明の点がありましたら、

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。



 大会会場周辺マップ

ホテルAZ伊予店

松山市内 各ホテル地域

陸上競技会場


