
 

 

第 70 回中国高等学校選手権水泳競技大会【競泳・水球】 

宿泊・弁当のご案内 
 

 前略 皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度の大会に参加されます皆様方の宿泊・弁当のお世話を弊社が担当させていただく事になり

ました。厚くお礼申し上げます。 

 各地よりお越しになられる皆様にご満足いただけるよう万全の体制でお迎えさせていただきますので

何卒よろしくお願い申し上げます。 

近畿日本ツーリスト（株）広島支店 

支店長 増本 義伸 

 

（１）総 則 

１．この要項の対象者は、第 70回中国高等学校選手権水泳競技大会(競泳・水球)に参加する選手・   

監督・引率者（以下「参加者」とします）とします。 

２．宿泊施設に関しましては、近畿日本ツーリスト（株）広島支店（以下「大会斡旋事務局」としま

す）予定人員を確保しておりますので、必ず所定の申込先へ申し込にください。 

 

（２）宿泊のご案内 

■宿泊期日 【競泳】令和４年  ７月 21 日（木）～ 23日（土）泊の３泊 

      【水球】令和４年  7月 21日（木）～ 23日（土）泊の３泊 

       ※上記以外の宿泊日をご希望の場合は、大会斡旋事務局までお問い合わせください。 

 

■宿泊場所 広島市内ホテル・旅館（別紙ご参照ください） 

 

※参加者の配宿はチーム、男女別、交通機関を考慮いたします。 

   申込状況によっては、同県校・近隣校との男女別相部屋になる場合があります。 

   旅館・ホテル、料金ランク、シングル・ツイン・和室等の部屋タイプは、申込状況によっては 

   ご希望におこたえできない場合があります。 

   冷蔵庫や部屋電話代などの個人的な費用は、チェックアウト時に個々にご精算ください。 

   広島市内の宿泊施設は、ほとんどのホテルにおいて駐車場料金が別途必要です。駐車場を併設し 

ないホテル・旅館では近隣の駐車場をそれぞれ紹介しておりますが、どちらの場合も駐車場の予 

約はできかねます。詳しくは宿泊ホテル・旅館と打合せください。 

    

■宿泊料金 選手・監督・引率者(同額) 

 

■宿泊取消料 

宿泊日の５日前まで 宿泊日の４日前から２日まで 前 日 当 日 

無 料 宿泊料金の２０％ ５０％ １００％ 

 

■宿泊ホテル名【水球】 

  

２食付 朝食付

水球 魚光旅館 広島県広島市中区東千田町１丁目１−７４ 7,500 設定なし

ランク 宿泊ホテル 住所
宿泊料金（税込）

 

 



 

 

■宿泊ホテル名【競泳】 

 

２食付 朝食付

A ホテルフレックス 広島県広島市中区上幟町７−１ 14,000 12,000

A ヴィアイン広島銀山町 広島県広島市中区銀山町１０−１７

A チサンホテル広島 広島県広島市中区幟町１４−７

A 広島パシフィックホテル 広島県広島市中区上八丁堀８−１６

A ベッセルイン広島駅前 広島県広島市南区西蟹屋１丁目１−１

A ダイワロイネットホテル広島駅前 広島県広島市東区二葉の里３丁目５−７

B センチュリー２１広島 広島県広島市南区的場町１丁目１−２５ 設定なし 11,000

B 広島ダイヤモンドホテル 広島県広島市西区観音新町２丁目４−６ 14,000 11,000

B 広島ガーデンパレス（シングル） 広島県広島市東区光町１丁目１５−２１ 14,000 11,000

C ホテル法華クラブ広島 広島県広島市中区中町７−７ 12,500 11,000

C ひろしま国際ホテル 広島県広島市中区立町3丁目13 12,500 11,000

C ホテルエスプル広島平和公園 広島県広島市中区小町３丁目１７ 12,500 11,000

C ヴィアイン広島新幹線口 広島県広島市南区松原町１−６ 設定なし 10,000

D 広島ピースホテル 広島県広島市西区横川町２丁目６−１４ 12,000 10,000

D ENホテル広島 広島県広島市中区銀山町７−８ 12,000 9,000

D ホテルメルパルク広島 広島県広島市中区基町６−３６ 11,000 9,000

D ホテルマイステイズ広島　平和公園前 広島県広島市中区大手町３丁目３−１ 11,000 9,000

D JMSアステールプラザ広島市国際青年会館 広島県広島市中区加古町４−１７ 11,000 9,000

D 広島ガーデンパレス（シングル以外） 広島県広島市東区光町１丁目１５−２１ 11,000 8,000

D 広島サンプラザ 広島県広島市西区商工センター３丁目１−１ 11,000 8,000

D 広島市文化交流館 広島県広島市中区加古町３−３ 設定なし 9,000

D ダイワロイネットホテル広島 広島県広島市中区国泰寺町1-3-20 設定なし 9,000

E ホテルチューリッヒ東方２００１ 広島県広島市東区光町２丁目７−３１ 10,000 設定なし

E グリーンリッチホテル広島新幹線口 広島県広島市東区若草町２２−１４ 設定なし 8,000

E 東横イン広島駅前大橋南（シングル） 広島県広島市南区的場町１丁目１−１ 設定なし 8,000

E 東横イン広島平和大通り（シングル） 広島県広島市中区田中町５−１５ 設定なし 8,000

F トラストホテル広島 広島県広島市東区光町１丁目１４−１０ 9,000 8,000

F セジュールフジタ 広島県広島市中区舟入町１−１０ 9,000 8,000

F いかわ旅館 広島県広島市中区土橋町５−１１ 9,000 7,000

F ホテル石本 広島県広島市南区金屋町９−９ 9,000 7,000

F 神田山荘 広島県広島市東区牛田新町１丁目１６−１ 9,000 7,000

F 東横イン広島駅前大橋南（ツイン） 広島県広島市南区的場町１丁目１−１ 設定なし 7,000

F 東横イン広島平和大通り（ツイン） 広島県広島市中区田中町５−１５ 設定なし 7,000

宿泊料金（税込）
住所

設定なし 12,000

ランク 宿泊ホテル

 



 

 

（３）お弁当のご案内 

■取扱期日 令和 4年 7 月 22 日（金）～24 日（日）の間 

■受渡場所 各大会会場 

■受渡時間 11：00～13：30 ※時節柄、この時間帯以外はお渡しできません 

■弁当料金 880 円（税込・お茶付) 

■お弁当取消料 

前日の13時まで 前日の13時以降 

無 料 １００％ 

 

 

（４）お申込と振込のご案内 

・申 込 方 法  別紙申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又はメールにてお申込下さい。 

・申込締切日   令和 4 年 6 月３０日（木） 

                     ７月 5日頃までに申込責任者宛に「宿泊決定通知書」を発送いたします。 

・振 込 方 法  「宿泊決定通知書」が到着後、 

          令和 4 年 ７月１５日（金）までにお振込下さい。 
 

 振込先  ＵＦＪ銀行 ききょう支店 

           口座番号 普通 １７８６１０２ 

       口座名義  近畿日本ツーリスト株式会社 広島支店 

 

 ※大変恐縮ですが振込手数料はお客様負担でお願いします 

 

 

（５）申込書送付先及びお問合せ先 
 

〒730-0032 広島市中区立町１－２４有信ビル７階 

近畿日本ツーリスト（株） 広島支店  

          担当：北野・松岡 

TEL 082-221-7031／FAX 082-221-7039 

E-mail t.kitano530@kntct.com 

営業時間 月～金曜日 ９：30～17：30（土・日曜、祝日休業） 

 

                            

 

 

（６）申込後の変更・取り消しについて 

宿泊人数・お弁当の変更・取消につきましてはＦＡＸ又はメールにてご連絡下さい。 

※大会当日につきましては、大会会場の大会ツアーデスクにお申し出下さい。 

別記の取消しの手数料を差引き、大会終了後、速やかにご返金いたします。 

なおトラブルの原因になるため、お電話での変更・取消は受付いたしませんのでご了承下さい。 


