第７６回国民体育大会(第７７回冬季大会)
中国ブロック大会宿泊・弁当 取扱要領
※実行委員会作成の宿泊要項に基づいて詳細をご案内いたします。

１ 総
則
(1) 対象者
この要項は、第 76 回国民体育大会(第 77 回冬季大会)中国ブロック大会に参加する者(以下「大
会参加者」という。)に適用する。
(2) 岡山県実行委員会は、宿泊業務の総合計画及び業務取扱の基本方針を決定する。
(3) 宿泊に関する紛議が生じた場合、岡山県実行委員会は関係者と協議して調停を行うものとする。
２ 配
宿
(1) 大会参加者は、原則として実施会場に近い宿舎に配宿する。配宿にあたっては、次の事項に留
意するものとする。
① ホテル・旅館を原則とし、風紀上及び衛生上支障があると認められる施設には割り当てを行わ
ない。
② 1 人の宿泊に要する広さは、3.3 ㎡(約 2 畳)以上とし、冷暖房完備とする。
③ 指定した宿舎の変更は原則として認めない。
④ 開催市の関係上、素泊まりを基本としたビジネスホテルへの配宿もありうる。
⑤ 宿泊決定通知書は、宿泊決定通知日に近畿日本ツーリスト中国四国岡山支店より申込担当者へ
メールにて通知する。
※宿泊決定通知日については、申込締切区分ごとに申込担当者にメールにて通知する。
⑥ 宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドラインに対応している宿泊施設とする。
３ 宿泊・弁当料金等
(1) 宿泊料金表（消費税、通常のサービス料・奉仕料及び冷暖房料を含む）
料金等
宿泊料金

1泊2食
1 泊夕食
1 泊朝食
素泊料金
A
9,900 円
9,350 円
8,250 円
7,700 円
(税抜 9,000 円)
(税抜 8,500 円)
(税抜 7,500 円) (税抜 7,000 円)
B
11,000 円
10,450 円
9,350 円
8,800 円
(税抜 10,000 円) (税抜 9,500 円)
(税抜 8,500 円) (税抜 8,000 円)
C
12,100 円
11,550 円
10,450 円
9,900 円
(税抜 11,000 円) (税抜 10,500 円) (税抜 9,500 円) (税抜 9,000 円)
D
13,200 円
12,650 円
11,550 円
11,000 円
(税抜 12,000 円) (税抜 11,500 円) (税抜 10,500 円) (税抜 10,000 円)
E
14,300 円
13,750 円
12,650 円
12,100 円
(税抜 13,000 円) (税抜 12,500 円) (税抜 11,500 円) (税抜 11,000 円)
温泉地の宿泊となった場合は、別途入湯税を徴収することがある。
本部役員については、別途対応とする。

区 分
選手・監督
競技会関係者

※
※

宿泊の取扱いは、
（株）近畿日本ツーリスト中国四国岡山支店が、事務局から委託を受けた手配
旅行契約です。旅行条件につきましては、別紙の旅行条件書をご覧ください。
・添乗員は同行しません。
（チェックインの手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

●弁当 ８６４円（お茶付）
※弁当のご手配は旅行契約ではございません。
(2) 適用期間
各競技開催 1 日前から終了後 1 日までの期間とする。
また、弁当料金の適用期間は競技開催から終了までの期間とする。
４ 宿泊・弁当申込及び、変更・取消
(1) 宿泊・弁当申込期限
宿泊・弁当申込は、実行委員会作成の競技種目別締切日まで、大会宿泊・弁当申込ページで受
け付けます。
（2） 申込
ア．各県体育・スポーツ協会より事前連絡のパスワードを確認のうえ、大会宿泊・弁当申込ペ
ージに入っていただき利用人数及び該当事項を入力し、完了して下さい。
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、負け帰り等により考え
られる泊数)を全て申し込み、宿泊の取消が生じた場合は、(４）に従って申し出をお願い
します。
ウ．申込み状況は大会宿泊・弁当申込ページにて確認できます。
エ．配宿決定通知日は締切日より、１週間程度とします。
なお、開催競技によっては、通知日が遅れる場合があります。
オ．申込締切後の変更は、配宿決定通知日以降となります。
(3) 配宿決定
配宿決定通知書は、配宿決定通知日に、近畿日本ツーリスト中国四国岡山支店より申込代表者
宛へメールにて送付します。
※ kokutai-okayama@or.kntcs.co.jp ドメイン指定解除を願います。
(4） 宿泊内容の変更及び取消
ア．変更、取消は配宿決定通知日より、大会宿泊・弁当申込ページで受付を開始する。宿泊
と弁当で手続きが異なるため、必ずトップページ記載の宿泊要項で確認するものとします。
イ．入宿日の８日前まで（８日前が、土・日・祝日の場合は、その前日とする）に、大会専用
ホームページより宿泊責任者が、変更内容を入力の上、完了するものとします。その申し
出の効力の発生時期は、入力を完了した日時とします。
ウ．入宿７日前までに宿泊者名簿を近畿日本ツーリスト中国四国岡山支店へメールまたはＦＡ
Ｘにて連絡し、滞在予定・食事回数、食事時間、アレルギー等の有無、競技特性（勝ち帰
り、負け帰り）について打ち合わせを行うものとします。
エ．入宿後の宿泊取消し及び人数の変更は、宿泊責任者が直接宿舎に申し出るものとします。
その申し出の効力の発生時期は申し出のあった日時とします。
配宿決定日～ 第76回国民体育大会(第77回冬季大会)中国ブロック大会宿
宿泊予定日の 泊・弁当申込ページより宿泊の変更・取消しを行うこと
８日前まで
宿泊予定日の 近畿日本ツーリスト中国四国岡山支店へ
７日前～
メールまたはFAX（086-224-3425）にて申し出ること
前日まで
入宿後
宿舎へ直接申し出ること
※近畿日本ツーリスト中国四国岡山支店の休業日・営業時間外への変更等の申し出は、対応できません。

オ．宿泊を取消した場合の取消料は次のとおりとし、宿泊責任者が近畿日本ツーリスト中国四国
岡山支店へ支払うものとします。
①

入宿前
区
分
宿泊予定日の 3 日前まで
宿泊予定日の前日まで
宿泊予定日の 12 時まで
宿泊予定日に申し出がない場合(不泊)

宿泊取消料
不要
４０％
５０％
１００％

（注）取消した泊数にかかわらず、一人につき１泊分の取消料のみとします。
②

入宿後
エントリーされた選手・監督・コーチ・マネージャー等が競技の結果（敗戦等）及び荒天等
により、予定していた宿泊を取消す場合のみ次の区分を適用します。その他の事情による取
消しは宿泊料金表による金額を支払うものとします。
区
分
宿泊予定日前日まで
宿泊予定日の当日
宿泊予定日に申し出がない場合(不泊)

宿泊取消料
不要
５０％
１００％

（注）取消した泊数にかかわらず、一人につき１泊分の取消料のみとする。
カ．宿泊申込み後、変更・取消しの申し出がないまま宿泊をしなかった場合の取消料は、上記、
エ・オの定めに係らず、宿泊料金の全額とします。
キ．入宿後は代表者と宿舎間で滞在予定、食事の有無、食事時間、利用に際しての注意事項、競技
結果による宿泊変更の可能性の有無について打合せを行うものとします。
２泊以上の場合は、宿舎と宿泊人数、食事等の利用実績と予定を確認して下さい。特に、競技
特性により勝ち負け、負け帰りが発生する可能性がある場合は宿泊施設に事前に綿密に打合せ
を行うものとする。
ク．欠食について欠食控除
競技の都合により朝食及び夕食を欠食とする場合、申出期限までに宿舎に申し出た場合に限
り、それぞれの食事料金を控除します。
朝食・夕食･･･欠食を希望する前日の 16 時までに申し出ること。
(5)弁当申込
ア．弁当申込は、各県競技団体が大会配宿・弁当申込ページより数量及び該当事項を入力の上、完
了してください。
イ．弁当における数量は、あらかじめ必要な数量をすべて申込み、弁当の取消が生じた場合は、次
項（6）に従って申し出てください。
(6)弁当の変更及び取消
ア．申込後の変更
配宿日 8 日前までに大会宿泊・弁当申込ページより申込代表者が、数量を訂正し入力の上、完
了して下さい。
イ．大会前日以降の変更及び取消について
利用前日の 17 時までに近畿日本ツーリスト中国四国岡山支店にメール・FAX にて連絡を願い
ます。

弁当取消の申出区分
前日17：00時までの解除
上記以降、当日の解除及び無連絡

弁当取消料
不要
代金の１００％

(7)弁当の配送場所・受け渡し方法
各競技団体の指定する競技会場といたします。

11：00 ～ 13：00 に配送弁当業者または近畿日本ツーリスト中国四国岡山支店担当者よりお渡しし
ます。
弁当ガラは指定時間までに指定場所にご持参ください。

15：00 までに引取連絡の無い場合は、衛生管理上の理由により破棄させていただきます。
５ 宿泊・弁当料金の支払・返金方法
●宿泊・弁当料金の支払
近畿日本ツーリスト中国四国岡山支店より、配宿決定通知送付時に申込代表者宛へ支払い等に関
する案内のメールが送付されるので、案内に従って、振込期限までに近畿日本ツーリスト中国四
国岡山支店指定振込口座へ事前振込とします。
請求金額については、配宿決定通知に記載の金額を請求します。
請求書は大会宿泊・弁当申込ページで入力した住所へ送付します。
振込みの際は県名、競技名、種別、代表者名を明記して下さい。
※宿舎では、宿泊・食事・弁当支払の受付は致しません。
変更・取消・欠食等における返金・追加請求について
返金の場合

：大会終了後、指定の「返金振込先」口座に近畿日本ツーリスト中国四国岡山支
店より返金いたします。

追加請求の場合：申込代表者に追加請求いたします。
●領収証
宿泊・食事・弁当の領収証が必要な方は、近畿日本ツーリスト中国四国岡山支店から配宿決定通
知時にメールにて送付される領収証発行依頼書に必要事項を記載の上、近畿日本ツーリスト中国
四国岡山支店へメールまたは FAX にて送付下さい。
連絡の無い場合は、発行いたしません。

【申し込み・問い合わせ先】
申込ページには、公益財団法人岡山県スポーツ協会のホームページからお進み下さい。
（公益財団法人岡山県スポーツ協会ホームページ(http://www.okayama-taikyo.or.jp/)
(株)近畿日本ツーリスト中国四国岡山支店
〒700-0907 岡山市北区下石井２－１－３岡山第一生命ビル２F
TEL：086-224-4444 FAX：086-224-3425
営業時間 月～金曜日 ９時から１７時４５分（土日・祝日・年末年始休業）
担当：小野・滝原・奥本
※休業日・営業時間外の取消・変更等のお申出には、対応することができませんので
よろしくお願いいたします。

