
第 41回全国選抜高校テニス大会中国地区大会 

兼 第 12回中国高等学校新人テニス大会 

 宿泊・お弁当のご案内 
 

拝啓 ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

このたびは標記大会が広島県福山市、および尾道市において開催されることを心よりお慶び申し上げます。 

さて、大会事務局の指導の下、大会参加の皆様の便宜を図るため大会期間中の宿泊・弁当の手配を 

「西鉄旅行株式会社 福岡第二支店教育旅行センター」にてお世話させていただくこととなりました。 

 つきましては、下記のお申し込み要項をもとに、お手続きをお願い申し上げます。 

皆様の大会でのご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

敬具 

１．宿泊・お弁当のご案内 

(1)宿泊取扱期間   平成 30年 11月 16日（金）～11月 18日（日） 

(2)宿泊ホテル、料金（お一人様、1泊素泊り・朝食付・２食付、税込） 【選手団・応援者共通】 

料金 部屋タイプ ホテル名 

6.500円～

12.500円 

シングル、ツイン、和室 

部屋タイプおまかせ 

 

福山市内ビジネスホテルまたは 

尾道市内ビジネスホテル 

 ※夕食不要の場合、1,000円、朝食不要の場合、500円控除します。 

※ホテルにて夕食がご用意できない場合はお弁当対応（+1,000円）となります。 

 ※ホテルのご希望がある場合は、備考欄にご記入ください。ご希望に添えない場合もあります。 

 ※部屋タイプおまかせのホテルは、引率の方と選手は別のお部屋にご案内いたします。 

  ※乗務員の宿泊が必要な場合は、申込書にご記入ください。 

(3)弁当代金 ： 800円（お茶付・消費税込み） 

※お引渡しは 11時～13時の間に大会会場にて行います。 

 

２．申込方法・お支払い方法のご案内 

(1)申込先    西鉄旅行㈱福岡第二支店教育旅行センター 担当：木原・寺本 

           TEL : 092-525-2211   FAX : 092-525-3937 

(2)申込方法  別紙「宿泊・弁当申込書」に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込ください。 

         ※誤手配を避けるため、お電話での申込・変更・取消はいたしかねます。 

但し、大会期間中はこの限りではありません。 

(4)申込締切日   平成 30年 11月 6日（火）17:00まで 

(5)予約回答書   受付・配宿完了後に代表者様へ予約確認書・請求書を発送させていただきます。 

         ※受付は申込順とさせていただきますが、配宿の関係上、ご希望に添えない場合も 

ございますこと、予めご了承ください。 

           ※配宿・お部屋割は、開催県の大会事務局と打合せの上、当社が行いますので 

ご理解いただきますようお願いいたします。 

(6)お支払い方法  事前のお振込、または当日ツアーデスクでのクレジットカード決済にてお願い 

いたします。 

 

３．変更・取消のご案内 

  (1)変更や取消の場合には、申込用紙に加筆・訂正のうえ再度 FAXにてご連絡ください。 

  (2)取消料金は下記の通りです。   

宿 泊 

お申込み後 宿泊予定日の前日まで 無料 

大会期間中 
当日 12：00まで 無料 

当日 12：00以降・無連絡 全額 

弁 当 

お申込み後 当日または無連絡 全額（＠800円） 

大会期間中 
前日の 15時まで 無料 

前日の 15時以降 全額（＠800円） 

 



４．お問合わせ 

      西鉄旅行㈱福岡第二支店教育旅行センター 担当：木原・寺本 

        〒810-0014 福岡市中央区平尾 1-3-11 

TEL: 092-525-2211  FAX: 092-525-3937 

        受付時間: 平日 9：30～17：00 

             土曜日 9：30～12：00 

             日曜祝祭日 休み 

 

５．宿泊施設について 

宿泊施設 施設案内 

宿泊可能人数 

11/16 

（金） 

11/17 

（土） 

11/18 

（日） 

①福山プラザホテル 

住所 広島県福山市住吉町1-40 

50名 50名 50名 

TEL 084-923-7511 

アクセス 
竹ヶ端運動公園より車で約15分 

びんご運動公園より車で約30分 

駐車場 普通車無料・マイクロバス 1泊 3,000円 

料金（1泊2食）お一人様 １１，５００円 

②福山ロイヤルホテル 

住所 広島県福山市港町２丁目５−１９ 

13名 13名 13名 

TEL 084-921-5630 

アクセス 
竹ヶ端運動公園より車で約15分 

びんご運動公園より車で約40分 

駐車場 普通車無料・マイクロバス無料 

料金（1泊2食）お一人様 １１，０００円 

③ベッセルホテル福山 

住所 広島県福山市南本庄３丁目４−３７ 

85名 85名 85名 

TEL 084-920-0101 

アクセス 
竹ヶ端運動公園より車で約15分 

びんご運動公園より車で約30分 

駐車場 普通車無料・マイクロバス 1泊 2,000円～ 

料金（1泊2食）お一人様 １２，５００円 

④ルートイングランティア福山 

住所 広島県福山市沖野上町5丁目２７−１１ 

80名 80名 80名 

TEL 084-922-5511 

アクセス 
竹ヶ端運動公園より車で約10分 

びんご運動公園より車で約35分 

駐車場 普通車無料・マイクロバス 1泊 1,000円～ 

料金（1泊2食）お一人様 １２，５００円 

 

 

 

⑤ベッセルイン福山駅北口 

 

 

 

住所 広島県福山市丸之内１丁目２−１ 

135名 135名 
135

名 

TEL 084-991-1000 

アクセス 
竹ヶ端運動公園より車で約20分 

びんご運動公園より車で約30分 

駐車場 普通車1泊500円・マイクロバス1泊2,000円～ 

料金（1泊朝食）お一人様 ９，８００円 



 

 

 

⑥福山ニューキャッスルホテル 

 

 

 

住所 広島県福山市三之丸町８−１６ 

90名 180名 50名 

TEL 084-922-2121 

アクセス 
竹ヶ端運動公園より車で約20分 

びんご運動公園より車で約30分 

駐車場 
普通車1泊800円・ 

マイクロバス1泊2,160円～ 

料金（1泊朝食）お一人様 ９，９００円 

 

 

 

⑦尾道第一ホテル 

 

住所 広島県尾道市栗原町９９７  

 

 

19名 

（調整

中） 

 

 

 

34名 

 

 

 

34名 

TEL 0848-23-4567 

アクセス びんご運動公園より車で約20分 

竹ヶ端運動公園より車で約40分 

駐車場 普通車無料・マイクロバス 1泊 1,500円 

料金（1泊2食）お一人様 

 

１２，５００円 

⑧三原国際ホテル 

住所 広島県三原市城町１丁目２−１ 

40名 40名 40名 

TEL 0848-63-2111 

アクセス 
びんご運動公園より車で約30分 

竹ヶ端運動公園より車で約45分 

駐車場 
普通車（高さ1ｍ70ｃｍ以下が駐車 

条件）無料・マイクロ駐車不可 

料金（1泊素泊り）お一人様 ６，５００円 

⑨グリーンヒルホテル尾道 

住所 広島県尾道市東御所町９−１ 

20名 20名 20名 

TEL 0848-24-0100 

アクセス 
びんご運動公園より車で約30分 

竹ヶ端運動公園より車で約40分 

駐車場 
普通車 1泊1,000円・ 

マイクロバス1泊 1,540円 

料金（1泊2食）お一人様 １２，５００円 

⑩アルファーワン尾道 

住所 広島県尾道市西御所町１−１ 

20名 20名 20名 

TEL 0848-25-5600 

アクセス 
びんご運動公園より車で約20分 

竹ヶ端運動公園より車で約40分 

駐車場 普通車無料・マイクロ駐車不可 

料金（1泊2食）お一人様 １１，５００円 

⑪三原シティホテル 

住所 広島県三原市城町２丁目２−２ 

25名 25名 25名 

TEL 0848-62-1212 

アクセス 
びんご運動公園より車で約30分 

竹ヶ端運動公園より車で約45分 

駐車場 普通車無料・マイクロバス無料 

料金（1泊朝食）お一人様 ８，８００円 

※尾道地区のマイクロ駐車不可のホテルの場合は「尾道港湾駐車場（尾道市西御所町5）1泊 2,140円」など 

近隣駐車場をご利用下さい。 


