
　 このたびは、東海陸上競技選手権大会・東海小学生リレー大会へのご出場おめでとうございます。
大会中の宿泊・お弁当の手配を東武トップツアーズ㈱ 松本支店にてお手伝いさせていただくことに
なりました。是非ともご利用ください。つきましては、下記をご参照のうえお早めにお申し込みください。

１．申込方法について
以下の方法よりご選択いただき、お申し込み下さい。

◆ FAXまたは郵送による申込：　別紙「宿泊・昼食(弁当)申込書」に必要事項をご記入いただき、東武トップツアーズ松本支店
                                         までお申し込み下さい。

２．申込期間について
2021年7月5日（月）～2021年8月1日（日）
※FAXによる申込受付開始日は、受信日が2021年7月5日（月）からのものとなりますのでご了承ください。
※郵送による申込みの場合は、2021年8月1日（日）までに申込書が届くようにお願いいたします。
※申込締切日は2021年8月1日（日）までとなりますので、ご注意ください

３．宿泊日
2021年8月20日（金）・21日（土）宿泊

４．宿泊ホテルプランについて（お一人様あたりの旅行代金：税金・サービス料込）
※東武トップツアーズ株式会社による募集型企画旅行です。

会場までの 朝食開始
所要時間 可能時間

シングル ¥8,200 ¥10,000 あり（先着順） 車 6:00
ツイン・トリプル ¥7,700 ¥9,500 1泊 1,000円 30分

シングル ¥10,500 ¥12,300 あり（先着順） 車 6:00
ツイン ¥8,700 ¥10,500 1泊 1,000円 30分

あり（先着順） 車 6:00
1泊 1,100円 30分

あり（先着順） 車 6:30
1泊 1,000円 30分

あり（先着順） 車 6:30
1泊 500円 30分

あり（先着順） 車 6:00
1泊 500円 30分

あり（先着順） 車 6:00
1泊 1,000円 30分

あり（先着順） 車 6:30
1泊 1,200円 30分

シングル ¥8,200 ¥9,800 あり（先着順） 車 6:00
ツイン ¥7,800 ¥9,400 宿泊者無料 20分

シングル ¥8,700 ¥10,500 あり（先着順） 車 6:30
ツイン ¥8,700 ¥10,500 宿泊者無料 20分

あり（先着順） 車 6:30
宿泊者無料 30分

あり（先着順） 車 6:30
宿泊者無料 25分

シングル ¥9,000 ¥10,700 あり（先着順） 車 6:15
ツイン ¥8,700 ¥10,400 宿泊者無料 20分

あり（先着順） 車 6:00
宿泊者無料 15分

シングル ¥8,200 ¥10,200 あり（先着順） 車 6:00
ツイン ¥7,800 ¥9,800 宿泊者無料 30分(高速利用）

シングル ¥9,000 ¥10,600 あり（先着順） 車 6:00
ツイン ¥8,600 ¥10,200 宿泊者無料 30分(高速利用）

17 諏訪インターより車で1分 シングル ¥10,000 ¥11,600 あり（先着順） 車 6:00

※別紙の旅行条件書を事前にご確認のうえお申込みください。
※今回の旅行には添乗員は同行いたしません。また最少催行人員は１名様から承ります。
※以下のホテルは、施設による朝食無料サービスとなります。
　・№3「エースイン松本」・№6「東横イン松本駅前本町」・№7「東横イン松本駅東口」・№9「ホテルルートインコート松本インター」
　・№10「ホテルルートインコート南松本」・№13「ホテルルートイン塩尻」・№15「ホテルルートインコート安曇野豊科駅南」
　・№16「ホテルルートイン諏訪インター」№17「ホテルルートイン第2諏訪インター」
※最寄り駅・インターからの宿泊施設の所要時間はホテルからの情報ですので交通状況によっては時間の変更もあります。

15
ホテルルートイン

コート安曇野豊科駅南
安曇野インターより車で5分

16
ホテルルートイン

諏訪インター
諏訪インターより車で1分

13

14
クア・アンド・ホテル

信州健康ランド
塩尻北インターより車で1分 シングル ¥7,900

ホテルルートイン塩尻

最寄駅・インター 部屋ﾀｲﾌﾟ

7

¥9,600

シングル ¥8,200

塩尻インターより車で5分

JR松本駅より徒歩2分

JR松本駅より徒歩2分

ﾎﾃﾙ
番号

JR松本駅より徒歩2分

9

いろはグランドホテル松本

民芸旅館
深志荘

シングル ¥8,700

シングル ¥9,500

ホテルモンターニュ松本

JR松本駅より徒歩3分

JR松本駅より徒歩6分

JR松本駅より徒歩3分

松本インターより車で10分

ホテルルートイン
コート松本インター

12

ダブル(1名利用)

10

梓水苑

東横イン松本駅東口

松本インターより車で15分

エースイン松本

ホテル飯田屋

6

8

11

東横イン松本駅前本町

4

5

1

ダブル(1名利用) ¥10,800

第64回東海陸上競技選手権大会（兼 第106回日本陸上競技選手権大会予選会）
第7回東海小学生陸上競技大会

◆◆ 宿泊・お弁当案内 ◆◆

施設名

3

プレミアホテル
CABIN松本

駐車場(普通車)

2

ホテルニューステーション

JR松本駅より徒歩1分

ツイン・和室

¥8,400

¥9,500

¥10,200

松本インターより車で20分

シングル

JR松本駅より徒歩4分

松本インターより車で1分

１泊２食

¥15,000 ¥16,800

和室

¥9,800 ¥12,600

¥10,000

１泊朝食

¥11,300

¥10,500

¥13,400

ホテルルートイン
コート南松本

ホテルルートイン
第2諏訪インター



(1) 原則配宿につきましては、先着順に行います。また希望施設が満室の場合は、希望以外の宿泊施設
になる場合がございますので、予めご了承ください。その他条件は募集型企画旅行条件書によります。

(2) 原則チェックインは「15：00以降」、チェックアウトは「10：00」といたします。それ以前、以降につきましては、
追加料金がかかる場合がございます。

(3) 和室利用の場合は各施設ごとの部屋定員利用となります。
(4) 欠食控除につきましては、原則いたしません。

５．昼食弁当について（お弁当は旅行契約には該当しません。）
ご希望により　1個　￥900（お茶付・税込）　にて予約を承ります。
当日、競技会場内「トラベルデスク」にて11：00から配布いたします。
お弁当だけの注文も可能です。また宿泊人員と弁当の数が異なっても承ります。

６．宿舎の回答・精算方法について
 

※宿泊代金のお振込みについては、2021年8月16日（月）までに指定の口座にお振込みをお願いします。

７．領収書について

大会当日会場にてお渡し、または終了後郵送となります。

７．お申し込み後の変更・取消について
お申し込み後、お客様の都合により変更・取消しをする場合は以下の取消料を申し受けます。
取消・変更は、「WEB」または「東武トップツアーズ㈱松本支店へＦＡＸ」にてご連絡ください。
お電話での変更・取消は、承る事が出来ませんのでご了承ください。
　

宿泊日の前日から起算して（1泊ごとに適用します。）

※ご宿泊当日正午12 時までにご宿泊施設に取消連絡がない場合は、無連絡不参加として取り扱い、
　 100％の取消料を申し受けます。
※８月２１日（土）・２２日（日）は支店の休業日に当たるため、取り消しについては宿泊施設にお申し出ください。

《お弁当の取消料金》

８．駐車場
上表の駐車場についての記載は目安となります。詳細については、宿舎に直接お尋ね下さい。

９．個人情報の取扱いについて

総合旅行業務取扱管理者　堀崎　孝雄
観光庁長官登録旅行業第38号｜一般社団法人日本旅行業協会正会員｜ボンド保証会員｜旅行業公正取引協議会会員

団コ:016016 客国21-057

 

e-mail：　tokai2021@tobutoptours.co.jp

領収書が必要な方は、お振込み終了後、8/18(水)までに、FAX又はe-mailにてお知らせください。

お申込の際にお申込書にご記入いただいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス等）につきまして
は、お客様との連絡、今大会における大会運営及び宿泊機関等の提供するサービス手配や手続に必要な範囲内におい
て、東武トップツアーズ株式会社松本支店と大会事務局が共同して利用させていただきます。その他、個人情報の取扱に
つきましては旅行条件説明書に明記しております。お申込にあたっては必ず内容をご確認・ご同意の上、ご入力いただきま
すようお願いいたします。

　

ＴＥＬ：0263-36-3535（平日：9:30～17:30）　ＦＡＸ：0263-33-7549

【旅行実施・企画】（お問い合わせ）

東武トップツアーズ株式会社　松本支店

第63回 東海陸上競技選手権大会　・　第7回 東海小学生陸上競技大会 サポートデスク　担　当：（北原 ・村本）

〒390-0814　長野県松本市本庄1-1-13ウィルトスビル1階（営業日：平日９:３０～１７:３０　土・日・祝は休業）

2021年8月9日（月）頃に代表引率者様宛てに宿泊確認書・請求書などを郵送、もしくはFAXにてご案内いたします。

《宿泊の取消料金》



ＦＡＸ

宿泊・食事・弁当のお申込（必要な人数・個数を記入ください）

21日（土） 22日（日）

シングル
　　　　人

ツイン
　　　　人

和室
　　　　人

シングル
　　　　人

ツイン
　　　　人

和室
　　　　人

シングル
　　　　人

ツイン
　　　　人

和室
　　　　人

※１泊２食付に出来ないホテルもございます。詳しくはホテル一覧表にてご確認ください。

※「応援父母他」の宿泊手配もいたしますが、引率、選手のお部屋を優先させていただきますので、予めご了承下さい。

　　お申込状況により、同グループ内でも同じ宿泊先にならない場合がございます。予めご了承下さい。

※ご夫婦など同室希望の場合は、備考欄にその旨をご記入下さい。

◎交通機関についてのお伺い

※駐車場の予約申込ではございません。宿泊手配の参考とさせていただくためのお伺いでございます。

※お車でお越しの場合の駐車場については、宿泊施設決定のご連絡後、直接宿泊先にお問い合わせください。

ＴＥＬ：0263-36-3535（平日：9:30～17:30）　ＦＡＸ：0263-33-7549

※以下の個人情報の宿泊機関・大会事務局への提供について同意のうえ申し込みます。

１泊朝付・１泊２食付

１泊朝付・１泊２食付

１泊朝付・１泊２食付

部屋タイプ

部屋タイプ

部屋タイプ

食事条件

食事条件

食事条件

男性（人） 女性（人）

男性（人） 女性（人）

宿泊希望タイプ
（○印番号人員など記入）

第一希望ホテル番号 番

第二希望ホテル番号

第三希望ホテル番号

番

番

住所（送付先）

個

男性（人） 女性（人）

男性（人） 女性（人）

男性（人） 女性（人）

【お問い合わせ・お申込先】

学校名　チーム名

ＴＥＬ

Ｅ－mail

・ワゴン車（　　　　　　　台）　　　・乗  用  車（　　　　　　　台）  　　・電　車　　　　　・路線バス

・その他

宿舎への到着予定時刻

連絡先
携帯ＴＥＬ

08月20日（金）
宿　泊

月　　　 　　日　　　　 　時　　 　　分頃

個 個

男性（人） 女性（人）

期日

引率先生（監督）

選手

応援（生徒）

応援父母　他

08月21日（土）
男性（人）

男性（人） 女性（人）

女性（人）

ＦＡＸ送信先：０２６３－３３－７５４９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　締切日：８月1日（日）必着

県　名

第64回 東海陸上競技選手権大会　・　第7回 東海小学生陸上競技大会　 宿泊・昼食（弁当）申込書

競技種目

ふりがな

競技場
松本平広域公園

陸上競技場

e-mail：　tokai2021@tobutoptours.co.jp

※郵送でお送りいただく場合は必ずコピーをお取りください。

東武トップツアーズ株式会社　松本支店　

第63回 東海陸上競技選手権大会　・　第37回 東海小学生リレー競走大会 サポートデスク　担　当：（北原 ・村本）

〒390-0814　長野県松本市本庄1-1-13ウィルトスビル1階（営業日：平日９:３０～１７:３０　土・日・祝は休業）

〒　　　　　　　－

・大型バス（　　　　　　　台）　　　・中型バス（　　　　　　　台）　　　・マイクロバス（　　　　　　　台）
利用交通機関
・車種と台数

（○印と台数を記入）

ふりがな

その他ご希望

お弁当

代表引率者氏名


