
第４２回日本海駅伝競走大会 

南部忠平杯 第３７回くらよし女子駅伝競走大会 

宿泊のご案内 
 

「第４２回日本海駅伝競走大会」・「第３７回くらよし女子駅伝競走大会」が鳥取県中部において、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、ご宿泊のお世話をＪＴＢ鳥取支店に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．宿泊のご案内  （＊手配旅行契約となります） 
●宿泊設定期間：令和４年１０月７日（金）～１０月８日（土） ２日間 

●宿泊申込方法：インターネット申込みとさせて頂きます。 

『２．お申込み方法』に記載のＵＲＬよりお申込みください。 

●１泊お一人様あたりの宿泊料金（消費税・サービス料込み） 

※温泉地での宿泊は入湯税（150円）が別途必要な場合があります。現地宿泊施設にお支払いください。 

●宿泊施設 ※シングル、ツイン、トリプルはすべてバストイレ付です。 

宿泊地区 会場までの所要時間 ランク ホテル名 部屋タイプ 食事条件 

倉吉 

市内 
車で約１０分 

Ａ 倉吉タウンホテル ｼﾝｸﾞﾙ 素泊まり 

Ｃ ホテルアーク２１ ｼﾝｸﾞﾙ、ﾂｲﾝ、ﾄﾘﾌﾟﾙ 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

Ｃ 松風荘旅館 和室 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

Ｄ ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾊﾟﾚｽ倉吉 ｼﾝｸﾞﾙ 
素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

※１０月７日の夕食はお弁当になります。 

Ｅ 倉吉ｼﾃｨﾎﾃﾙ ｼﾝｸﾞﾙ 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

はわい 

温泉 
車で約２０分

～３０分 
Ａ 鹿鳴館 和室 素泊まり、朝食付 

Ｂ 別館湯乃島 和室 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

三朝 

温泉 
車で約１０分

～２０分 

Ａ みささｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ ﾂｲﾝ、和室 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

Ｂ 三朝ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ(10/7) ﾂｲﾝ、和洋室 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

Ｄ 三朝ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ(10/8) ﾂｲﾝ、和洋室 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

Ｃ ﾌﾞﾗﾝﾅｰﾙみささ ｼﾝｸﾞﾙ、ﾂｲﾝ、和室 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

浜村 

温泉 
車で約３０分

～４０分 

Ｃ 貝殻節の里旅風庵 和室 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

Ｄ 貝殻節の里旅風庵 和洋室 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

Ｃ 浜村温泉魚と屋 ﾂｲﾝ、和室 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

吉岡 

温泉 
車で約４０分

～５０分 

Ｂ ウェルネス因幡路 ｼﾝｸﾞﾙ、ﾂｲﾝ、和室 素泊まり、夕食付 

Ｂ 薬師湯新生館 和室 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

Ｂ あづまや 和室 素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

鳥取 

砂丘 
車で約６０分 Ｂ ニュー砂丘荘 

ｼﾝｸﾞﾙ、ﾄﾘﾌﾟﾙ 

和室 
素泊まり、朝食付、夕食付、夕・朝付 

※会場までの所要時間は、渋滞なしの概算時間で算出しております。当日は混在が予想されますので、 

大会当日は余裕をもってお出かけ下さい。 

 

    料金等 
 

ランク 

宿泊料金 
(1 泊 2食) 

内     訳 

食事料金 
素泊料金 

朝食 夕食 

Ａ 
8,800円 

(税抜 8,000円) 
770円 

(税抜 700円) 
1,870円 

(税抜 1,700円) 
6,160円 

(税抜 5,600円) 

Ｂ 
9,900円 

(税抜 9,000円) 
880円 

(税抜 800円) 
1,980円 

(税抜 1,800円) 
7,040円 

(税抜 6,400円) 

Ｃ 
11,000円 

(税抜 10,000円) 
990円 

(税抜 900円) 
2,090円 

(税抜 1,900円) 
7,920円 

(税抜 7,200円) 

Ｄ 
12,100円 

(税抜 11,000円) 
1,100円 

(税抜 1,000円) 
2,200円 

(税抜 2,000円) 
8,800円 

(税抜 8,000円) 

Ｅ 
13,200円 

(税抜 12,000円) 
1,210円 

(税抜 1,100円) 
2,310円 

(税抜 2,100円) 
9,680円 

(税抜 8,800円) 

宿泊の取扱いは、㈱ＪＴＢ鳥取支店が、主催者から委託を受けた手配旅行契約です。 

 



 

（１） 宿泊・お部屋割について 

お申込み順に宿舎のご手配をさせて頂きます。但し、宿舎の収容人数などの事情により、必ずしも申し

込み順でのご手配ができない場合があります。予めご了承ください。 

大人（引率教員・指導者・保護者など）・生徒様別男女別のお部屋割りとさせて頂きます。大人の方の

１人部屋のご要望もそえない可能性もあります。予めご了承ください。 

和室タイプの場合は定員利用、洋室タイプの場合は１～３名を原則とします。ツインルームを３名で

ご利用いただく場合は、簡易ベットの対応になる場合があります。 

洋室タイプは、シングル・ツイン・トリプルを同額とします。和室タイプを定員未満での利用を希望さ

れる場合は追加料金を頂戴いたします。 

（２） 早着・遅着について 

チェックインは１５時以降、チェックアウトは１０時までです。チェックイン開始時間以前、チェック

アウト終了時間以降のお部屋の利用は追加料金の対象となります。荷物のお預かりは可能です。 

（３） 冷蔵庫や電話代などの個人費用はチェックアウト時に現地にて宿泊料金とは別にご精算下さい。 

（４） バス、自家用車をご利用の場合、宿舎によっては駐車設備が充分でなく、有料となる場合もあります。宿泊

前に宿舎に事前に確認して下さい。 

（５）食事の開始時間は、宿泊申込確認書が届いた際に、直接宿舎へ確認してください。 

   ご希望の時間に対応できない場合もございます。その場合、欠食扱いでの対応となります。 

   欠食の連絡は、朝食は前日１６時まで、夕食は当日９時までに宿舎へ直接ご連絡ください。 

 

２．お申し込み方法 

●お申し込みは下記ＵＲＬよりお申込みください。 

 本大会はインターネットによるお申込みとさせていただきます。下記ＵＲＬからお申込みフォームへ 

アクセスし、お申し込みをお済ませください。 

《お申込みフォームＵＲＬ》 

第４２回日本海駅伝競走大会 
 

南部忠平杯 第３７回くらよし女子駅伝競走大会 
 

https://secure.com-jtb.jp/ekiden2022 
 

  ●お申込み開始日：令和４年７月２６日（火）１０：００～  

 ●お申込み締切日：令和４年８月２５日 (木) １７：５９まで 

 ●原則としてお申込み順に手配致しますので、できるだけお早めにお申込みください。 

 

３．宿泊申込確認書の送付について 

●宿泊申込確認書等は、９月９日（金）までに発送する予定です。 

お申込受付後、弊社からの回答は宿泊申込確認書等の書面にて行いますが、データ整理や手配の都合上、 

送付までしばらくお時間を頂戴致します。予めご了承ください。 

  ●９月１３日（水）になりましても弊社から書面が到着しない場合は、お手数ですが、弊社担当までご連絡くださ

い。（申込の不備や、弊社からの送付物の誤配送等も考えられます。）  

 ●手配旅行契約は、お客様に宿泊申込確認書が届いたときに成立するものとします。 

 

 



 

４．宿泊内容の確認について 

 ●宿泊申込確認書の内容について、お部屋割、食事時間、食事の有無、駐車場の有無・料金、入湯税の有無な

ど直接宿舎へ確認ください。 

  ●送付します宿泊者名簿は、宿泊日の８日前までに宿舎へＦＡＸにて送付お願いします。 

認書の送付並びにお支払方法について４．宿 

５．お支払方法について 

●チェックアウトの際、「宿泊精算表」（施設にて準備）にて宿泊人数・金額を確認の上、宿泊責任者の方が、 

 宿泊料金をお支払いください。弊社ではご集金致しません。確認の為、「宿泊精算表」にご署名ください。 

●宿泊料金は、宿舎の指定する方法で宿舎へ直接お支払いください。精算日、精算方法などは事前に宿舎と打ち

合わせをしてください。 

●領収書が必要な場合は、精算時宿舎へ発行を依頼してください。 

  

６．変更・取消について 
 

（１）お申込み締切日までのご変更は、発生次第、お早めに『２．お申込み方法』に記載のＵＲＬからアクセ

スしご変更ください。 

お申込み締切日～宿泊申込確認書到着までの変更は、書面にて弊社宛送付下さい。間違い防止の為、電

話での変更・取消はお受付けできませんのでご了承ください。 

宿泊申込確認書到着後の変更・取消は、直接宿舎へお願いします。 

（２）お客様の都合で予約を変更・取消しされる場合は、下記の取消料を申し受けます。宿舎に直接お支払い

ください。 

※ 宿舎との取り決めにより、下記取消料を適用させて頂きます。 

 

 

 

管理番号 AFH2200911 

 

 

 

 

 

 

７．申し込み ・ 問い合わせ先 

 宿泊日の前日から起算してさかのぼって 

前日の解除 
当日の解除 

(右記を除く) 

宿泊開始後の

解除または 

無連絡不泊 

８日目にあたる日

以前の解除 

７日目にあたる日以降

の解除(右記を除く) 

宿泊 

取消料 
無  料 

宿泊料金の 

20％ 

宿泊料金の 

40％ 

宿泊料金の

50％ 

宿泊料金の 

全額 

㈱ＪＴＢ鳥取支店 『日本海駅伝・くらよし女子駅伝』大会斡旋デスク 
〒680-0846 鳥取市扇町 58 ナカヤビル６階 （営業時間／9:30～17:30 休業日／土･日･祝日） 担当：高 木  

TEL：０８５７－２４－７１８５ FAX：０８５７－２４－７２２８ 

メールアドレス tori-taikai@jtb.com 

総合旅行業務取扱管理者：久保島 宏 

 

 

旅行取扱： 株式会社 JTB 鳥取支店 
観光庁長官登録旅行業第 64 号 (一社)日本旅行業協会正会員 

〒680-0846 鳥取市扇町 58 番地 ナカヤビル６階 
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に関する責任者です。この旅行契約に

関し、担当者からの説明ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい  

 


