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第 61回全日本実業団バドミントン選手権大会 金沢大会 

ご宿泊・お弁当・金沢までのアクセス 申込要項 

 

１． 総則 

この要項は、第６１回全日本実業団バドミントン選手権大会の宿泊の確保に万全を期する事を目的とし、次に定めます。 

（１） この要項の摘要対象は、第６１回全日本実業団バドミントン選手権大会に参加する監督・コーチ・マネージャ

ー・選手・役員（視察員を含む）・審判員（以下「参加者」という）とします。 

この場合において監督・コーチ・マネージャー・選手にあっては実施要項により正規に認められた者とします。 

（２） 宿泊の取扱いは、石川県バドミントン協会・石川県実業団バドミントン連盟が事務取扱いを委託している指定

業者の「近畿日本ツーリスト㈱金沢支店（以下宿泊事務局）」が担当いたします。 

（３） 宿泊に関しましては、原則として宿泊事務局を通して申込み、事務局指定の宿舎を利用するものとします。 

２． 宿泊割当の基本 

（１） 風紀上、衛生及び火災防止上など支障があると認められる施設についての割り当てはいたしません。 

（２） 指定しました宿舎の変更は原則として認めません。 

３． 宿泊のご案内（宿泊について） 

① 適用期間 

宿泊料金の適用期間は、大会開催日前日の６月２８日（火）から終了日の７月３日（日）の宿泊までといた

します。 

② 宿泊料金及び宿泊施設一覧について 

別途、「宿泊施設一覧表」をご参照ください。 

食事は１泊朝食となります。 

③ 宿泊の予約申し込みは、指定の「宿泊申込書」をご利用いただき、宿泊事務局へＦＡＸまたは、Ｅメール 

でお申し込みください。 

④ ホテルチェックインは午後３時以降、チェックアウトは午前１０時以前を原則とします。 

⑤ 変更・取消料は下記の通りとなります。下表の金額を取消料として申し受けます。 

（Ａ）試合結果による取消し（試合の負けた場合） 

 

 

 

 

 

（Ｂ）試合結果に関係のない取消し 

 

 

 

 

  

＊宿泊事務局の営業日・営業時間（平日 9:00～17:45、土曜・日曜・祝日は休業）を基準にいたします。 

        ＊大会期間中の宿泊の取消・変更については、下記へご連絡をお願いいたします。 

      ●会場内インフォメーションデスク開設時間・・・・インフォメーションデスクにお申し出ください。 

     ●会場内インフォメーションデスク開設終了後・・・宿泊事務局（０７６－２３２－０５７１）へ 

ご連絡ください。 

宿泊取消お申し出日・時間 宿泊取消料率 精算方法 

宿泊日前日の午後６時までにお申し出の場合 無料 
取消日以降の予納金と 

宿泊取消料の差額を精算 
宿泊日前日の午後６時以降にお申し出の場合 ５０％ 

宿泊日当日にお申し出の場合 １００％ 

宿泊取消お申し出日 宿泊取消料率 精算方法 

宿泊予定日の 7日前から 2日前まで ２０％ 
取消日以降の予納金と 

宿泊取消料の差額を精算 
宿泊日の前日 ５０％ 

宿泊日の当日・無連絡 １００％ 

平成１５年２月１８日 
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４． 弁当のご案内 

① 適用期間 

会場でのお弁当（昼食）の予約は必ず宿泊事務局を通して事前にお申込みください。 

大会開催中の各日（6月 29 日・6月 30日・7月 1日・7月 2日・7月 3日）とも申込できます。 

 

② お弁当代は各日とも＠８４０円（お茶付き）となります。 

会場の指定場所にてお配りいたします。 

 

③ お弁当の申込は指定の「弁当申込書」をご利用いただき、宿泊事務局へＦＡＸにてお申込みください。 

 

④ お弁当の変更・取消の取扱は下記の通りとなります。 

 

 

 

 

 

・大会期間中の弁当の取消・変更については、下記の取扱となります。 

   ●会場内インフォメーションデスク開設時間・・・・インフォメーションデスクにお申し出ください。 

 ●会場内インフォメーションデスク開設終了後・・・宿泊事務局（０７６－２３２－０５７１）へご連絡 

ください。 

 

５． 大会開催地（石川県金沢市）までの交通手段の申込について 

① 宿泊事務局にて各チームごとに個別に対応させていただきます。 

宿泊事務局（０７６－２３２－０５７１）へお問い合わせください。 

② ご希望があれば、ご出場各チームの地元の近畿日本ツーリストまたは、ＫＮＴツーリストをご紹介いたしま

す。 

 

６． 宿泊・弁当・交通の申込・支払いについて 

① ご出場チームごとに、所定の「宿泊申込書（別添）」、「弁当申込書（別添）」にて申込締切日までに 

ＦＡＸまたはＥメールにてお申し込みください。 申込締切日：平成２３年５月２３日（月） 

 

② 宿泊・弁当の予約確認書、交通機関のクーポン券など（お申込みの方のみ）は６月３日（木）までに 

宿泊事務局より送付させていただきます。 

また、費用明細書・請求書を同封いたしますので、所定の期日までにお支払いをお願いいたします。 

 

③ 変更・取消によって生じた差額返金は銀行振り込みとなります。 

あらかじめ、各申込書に指定銀行口座のご記入をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お弁当取消の申し出日 取消料率 精算方法 

お弁当予約日前日の午後５時まで 無料 
取消日以降の予納金と 

宿泊取消料の差額を精算 
お弁当予約日の前日の午後５時以降 １００％ 

お弁当予約日当日 １００％ 

宿泊事務局（お申込み・お問い合わせ先） 

第６１回全日本実業団バドミントン選手権大会 金沢大会宿泊事務局 

近畿日本ツーリスト㈱金沢支店内 ＥＣＣデスク 

〒920-0852 金沢市此花町６－１０（金沢都ホテル４階） 

ＴＥＬ(０７６)２３２－０５７１ 

ＦＡＸ(０７６)２３２－３２２８ 

担当：青木（あおき）・西尾（にしお）・宮崎（みやざき）・橋（はし） 

営業日・営業時間 月～金曜日 9：00～17：45 

（土・日曜・祝日は休業） 
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７． 宿泊ホテル一覧（ホテルのご希望は第二希望まで必ずご記入をお願いします） 

宿泊料金は１泊朝食付き・消費税・サービス料込のお一人当たりの料金です。 

 

宿泊ホテル 
部屋 

タイプ 

ホテル

記号 

宿泊料金 

（円） 

金沢駅よりの所要時間 

備考 
その他 

金沢駅 ホテル金沢 シングル Ａ－１ ９５００ 東口より徒歩２分  

ホテルエコノ金沢駅前 シングル Ｂ－１ ５３００ 東口より徒歩３分  

キャッスルイン金沢 シングル Ｃ－１ ６０００ 東口より徒歩４分 大浴場あり 

金沢マンテンホテル シングル Ｄ－１ ７０００ 西口より徒歩３分 大浴場あり 

アパホテル金沢駅前 シングル Ｅ－１ ７０００ 西口より徒歩１分 大浴場あり 

ホテルルートイン 

金沢駅前 
シングル Ｆ－１ ６０００ 東口より徒歩５分 大浴場あり 

朝食は軽食 

ヴィアイン金沢 シングル Ｇ－１ ６２００ 金沢駅構内 金沢駅５～８階 

ダイワロイネット金沢 シングル Ｈ－１ ８５００ 東口より徒歩２分  

ガーデンホテル金沢 シングル Ｉ－１ ６７００ 東口より徒歩２分  

武蔵ケ辻 ホテル 

リソルトリニティ金沢 
シングル Ｊ－１ ７０００ 

東口より徒歩７分 
 

近江町市場へ徒歩１分 

金沢スカイホテル シングル Ｋ－１ ７０００ 
東口より徒歩６分 

 
近江町市場へ徒歩１分 

香林坊 

片町 東横イン金沢香林坊 シングル Ｌ－１ ５０００ 
東口よりバス７分 

朝食は軽食 
片町交差点より徒歩５分 

金沢エクセルホテル東急 シングル Ｍ－１ １０５００ 
東口よりバス７分 

 
片町交差点より徒歩３分 

アパホテル金沢中央 シングル Ｎ－１ ７０００ 

東口よりバス９分 

大浴場あり 
片町交差点より徒歩３分 

アパホテル金沢片町 シングル Ｏ－１ ６０００ 
東口よりバス９分 

朝食は軽食 
片町交差点より徒歩２分 

スマイルホテル金沢 シングル Ｐ－１ ５９００ 
東口よりバス９分 

 
片町交差点より徒歩０分 

野町 

アパホテル金沢野町 シングル Ｑ－１ ５０００ 
東口よりバス１２分 

 
片町交差点より徒歩５分 

金沢西 

ＩＣ アパホテル金沢西 シングル Ｒ－１ ６９００ 
金沢駅より車で１０分 

 
金沢西ＩＣより車で１分 

★お申込みは先着順となります。 

 申込が多いホテルは第２希望でご回答させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 

★宿泊申込書には、ホテル記号をご記入ください。 
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金沢市内地図（略図） 

ホテル記号 

Ａ：ホテル金沢 

Ｂ：ホテルエコノ金沢駅前 

Ｃ：キャッスルイン金沢 

Ｄ：金沢マンテンホテル 

Ｅ：アパホテル金沢駅前 

Ｆ：ホテルルートイン金沢駅前 

Ｎ：アパホテル金沢中央 

Ｏ：アパホテル金沢片町 

Ｐ：スマイルホテル金沢 

Ｑ：アパホテル金沢野町 

Ｒ：アパホテル金沢西 

Ｇ：ヴィアイン金沢 

Ｈ：ダイワロイネット金沢 

Ｉ：ガーデンホテル金沢 

Ｊ：ホテル 

リソルトリニティ金沢 

Ｋ：金沢スカイホテル 

Ｌ：東横イン金沢香林坊 

Ｍ：金沢エクセルホテル東急 

 

 

                     

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

Ｂ Ｃ 

Ｄ Ｅ 

Ｆ 

Ｇ 

Ｈ 

Ｋ Ｌ Ｍ 

Ｎ 

Ｏ 

Ｐ 

Ｑ 

Ｒ 

いしかわ総合スポーツセンター 

 

金沢市総合体育館 

 

Ｉ 

Ｊ 


