
第3回お伊勢さん杯全国選抜少年軟式野球大会
宿泊・弁当・移動のご案内

開催期日：2022年12月24日(土)～2022年12月27日(火)
会 場：三重県伊勢市・鳥羽市他

【大会専用プランに関するお問合せ】

JTB野球大会事務局
メール：pride-japan@jtb.com
T E L：080-8544-4327（受付時間 平日9時30分～17時30分）
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート6F

【大会運営および試合に関するお問合せ】

プライドジャパン事務局

名古屋市名東区朝日が丘1-1勝野ビル3F
メール：info@pridejapan.net
T E L：052-715-3557（受付時間 平日10時～17時）



■ 大会専用プランの概要

設定日：2022年12月24日（土）～12月27日（火） 3泊4日

必須申込項目：大会期間中のご宿泊
任意申込項目：大会期間中の昼食（パック茶付き弁当）

交通手段（JR・航空券・貸切バス・レンタカー等）

・大会出場者（選手・監督・コーチ）は弊社設定の宿泊プランにお申込みいただくことが必須となります。
（三重県代表チームは除きます）
※上記該当の方で宿泊予約が確認できない場合、大会の出場をお断りさせていただいております。

・宿泊施設お申込みの際は、A～H区分より第3希望までご選択ください。
ご希望の区分内で施設の指定はご遠慮ください。

必須
大会期間中の宿泊施設
（3泊4日）

・ 選手/監督/コーチは必ずお申し込みください。
・ 宿泊施設のリスト及び料金については、
P5～P11をご覧ください。

任意
大会期間中のお弁当
（4日分）

・ お弁当のご案内については、
P12をご覧ください。

任意
大会期間中の移動手段（レンタカー・貸切バス）
開催地までの移動手段（JR・航空券 等）

・ 交通手段のご案内については、
P13をご覧ください。



日次 日程 食事条件

12/24
（土）

ご自宅 ――――― 大会参加 ――――― 各宿泊施設
朝食：－
昼食：※1
夕食：○

12/25
（日）

各宿泊施設 ――――― 大会参加 ――――― 各宿泊施設

朝食：○
昼食：※1
夕食：○

12/26
（月）

各宿泊施設 ――――― 大会参加 ――――― 各宿泊施設
朝食：○
昼食：※1
夕食：※2

12/27
（火）

各宿泊施設 ――――― 大会参加 ――――― ご自宅
朝食：※2
昼食：※1
夕食：－

【伊勢市内／鳥羽市内泊】

【伊勢市内／鳥羽市内泊】

【伊勢市内／鳥羽市内泊】

【伊勢市内／鳥羽市内泊】

※1 昼食については弊社にてお弁当の手配を承っております。（任意申込）
※2 ホテルキャッスルイン伊勢夫婦岩は、26日夕食、27日朝食はホテルの会場の都合により

ご準備ができません。あらかじめご了承ください。

■日程表（予定）



■ 今後のスケジュール

時期 お客様 JTB

お申込受付
11月7日（月）迄

11月14日（月）

11月21日（月）

11月25日（金）

12月8日（木）迄

12月14日（水）

大会当日
12月24日（土）

～
12月27日（火）

申込フォームの入力
下記申込フォームより必要事項を
ご入力の上お申し込みください。

https://www.jtb-oa-sys.com/

パスコード：26bhEVGj3T

※大会出場確定が11月7日（月）以降となる
チームについては、大会主催者と協議の上宿泊施
設の調整をいたします。

部屋割り/名簿の提出

契約書へのサイン
弊社からメールにてお送りする契約書ご確認の上、
申込書への電子サインをお願いいたします。
（期限：11月29日迄）

ご旅行代金の振込

当日はお気をつけて会場までお越しください！

申込多数の場合は、抽選にて宿泊施
設を決定させていただきます。あらかじ
めご了承ください。

手配内容の回答
・ お手配内容の回答

宿泊施設
お弁当の個数
交通手段の手配有無

・部屋割り/名簿作成依頼
（Excel）

契約書面の送付
メールにて下記の契約書面をお送りい
たします。

・ 旅行条件書
・ 日程表
・ 旅行条件取扱説明書
・ 申込書
・ 引受書

請求書の送付（メール）

最終案内送付（メール）

https://www.jtb-oa-sys.com/


■ 大会MAP

伊勢市中心エリア

伊勢二見エリア

鳥羽エリア1

2

3

4 地図の枠外にございます

■ 球場のご案内

① ダイムスタジアム伊勢

② 鳥羽市営球場

③ 朝熊山麓公園ソフトボール場

④ ふれあい広場栗山野球場

※ 今後利用球場は変更になる可能性がございます。

■ 宿泊施設のご案内

Ⅰ 伊勢市中心エリア

Ⅱ 伊勢二見エリア

Ⅲ 鳥羽エリア

1

2

3

4



■ ご宿泊施設情報①

伊勢かぐらばリゾート 千の杜 山田館

ホテルルートイン伊勢 紅葉軒

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員4名）

チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有 (収容人員:男湯15、女湯15）
ランドリー：洗濯機・乾燥機 1台300円～500円
お茶・氷の用意：不可
駐車場：無料

料金：24日 15,000円/泊（定員利用時）
25日・26日 12,000円/泊（定員利用時）
上記金額に＋6,000円（1名1室利用時）
3,300円/泊（添い寝）※3～5歳まで

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員3～6名）

チェックイン：15:30／チェックアウト：10:00
大浴場：有 (収容人員:男湯4、女湯4）
ランドリー：近隣にコインランドリーあり（車5分)

お茶・氷の用意：お茶のみ可
駐車場：無料（乗用車5台）

料金：11,000円/泊（定員利用時）
上記金額に＋2,200円（1名1室利用時）
550円（添い寝）※未就学児まで

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：洋室（定員2名）

チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有 (収容人員:男湯10、女湯5）

ランドリー：洗濯機 3台／1回200円
乾燥機 3台／30分100円

お茶・氷の用意：不可
駐車場：無料（乗用車154台）

料金：12,500円/泊（ツイン利用時）
12,500円/泊（シングル利用時）
無料（2食付添い寝）※未就学児まで

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員4～5名）

チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有（収容人員:男湯6、女湯4）
ランドリー：近隣にコインランドリーあり（徒歩3分)

お茶・氷の用意：氷のみ
駐車場：無料（乗用車8台）

料金：10,000円/泊（定員利用時）
上記金額に＋3,000円（1名1室利用時）
無料（添い寝）※未就学児まで



■ ご宿泊施設情報②

旅館つるや 朝日館

潮香苑 海洋楼

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員4～5名）

チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有（収容人員:男湯14、女湯14）
ランドリー：近隣にコインランドリーあり(車5分)
お茶・氷の用意：不可
駐車場：無料（乗用車30台、バス4台）

料金：11,500円/泊（定員利用時）
上記金額に＋6,000円（1名1室利用時）
無料（添い寝）※未就学児まで

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員2～5名）

チェックイン：16:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有（収容人員:男湯4、女湯2）
ランドリー：近隣にコインランドリーあり(徒歩8分)
お茶・氷の用意：可能
駐車場：無料（乗用車、マイクロバス1台）

料金：11,000円/泊（定員利用時）
上記金額に＋1,000円（1名1室利用時）
550円/泊（添い寝）※満6歳まで

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員4～6名）

チェックイン：16:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有（収容人員:男湯20、女湯20）
ランドリー：近隣にコインランドリーあり（車5分）
お茶・氷の用意：不可
駐車場：無料（乗用車15台、バス5台）

料金：11,500円/泊（定員利用時）
上記金額に＋6,000円（1名1室利用時）
3,300円（添い寝）※3歳～未就学児まで

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員5～10名）
チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有（収容人員:男湯15、女湯15）
ランドリー：洗濯機のみあり

近隣にコインランドリーあり（車5分）
お茶・氷の用意：可能（有料）
駐車場：無料（乗用車台15、マイクロバス4台）

料金：11,000円/泊（定員利用時）
上記金額に＋4,000円（1名1室利用時）
1,100円/泊（添い寝）※未就学児まで



■ ご宿泊施設情報③

日章館 松阪屋吸霞園

ホテル清海 ホテルキャッスルイン伊勢夫婦岩

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員3～5名）
チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有（収容人員:男湯10、女湯6）
ランドリー：洗濯機のみ2台

近隣にコインランドリーあり（車5分）
お茶・氷の用意：氷のみ
駐車場：無料（乗用車10台、バス1台）

料金：11,500円/泊（定員利用時）
上記金額に＋3,000円（1名1室利用時）
1,500円/泊（添い寝）※未就学児まで

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員3～5名）
チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有（収容人員:男湯15、女湯6）
ランドリー：洗濯機のみ1台

近隣にコインランドリーあり（車8分）
お茶・氷の用意：お茶のみ
駐車場：無料（乗用車6台、バス1台）

料金：11,000円/泊（定員利用時）
上記金額に＋4,000円（1名1室利用時）
2,200円/泊（添い寝幼児）※未就学児まで

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員4～5名）
チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有（収容人員:男湯20、女湯15）
ランドリー：洗濯機のみ1台

近隣にコインランドリーあり
お茶・氷の用意：お茶のみ
駐車場：無料（乗用車80台、バス3台）

料金：11,000円/泊（定員利用時）
上記金額に＋2,000円（1名1室利用時）
3,300円（添い寝）※2歳～未就学児まで

食事条件：1泊2食（26日泊分のみ朝夕なし）
部屋タイプ：洋室（定員2～4名）
チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有（収容人員:男湯5、女湯4）
ランドリー：洗濯機1回100円

乾燥機1回200円 各3台

お茶・氷の用意：不可
駐車場：無料（乗用車70台、バス3台）

料金：24日・25日 11,000円/泊（定員利用時）
26日 6,000円/泊（定員利用時）
上記金額に＋2,000円（シングル利用時）
無料（添い寝）※未就学児まで



■ ご宿泊施設情報④

鳥羽シーサイドホテル おススメ宿 鳥羽グランドホテル おススメ宿

扇芳閣 旅館海月

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員4名）
チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有（収容人員:男湯150、女湯150）
ランドリー：洗濯機、乾燥機 各2台(洗剤100円)
お茶・氷の用意：氷のみ
駐車場：無料（乗用車200台、バス30台）

料金：24日 17,000円/泊（定員利用時）
25日・26日 12,500円/泊（定員利用時）
上記金額に＋10,000円（1名1室利用時）
2,200円（添い寝）※3～5歳まで

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員5名）
チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00
大浴場：有（収容人員:男湯80、女湯80）
ランドリー：近隣にコインランドリーあり（車10分)
お茶・氷の用意：お茶のみ
駐車場：無料（乗用車50台）事前連絡要

料金：24日 17,000円/泊（定員利用時）
25日・26日 12,500円/泊（定員利用時）
上記金額に＋20,000円/泊（1名1室利用時）
3,850円（添い寝）※3歳～未就学児まで

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員5名）
チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有（収容人員:男湯30、女湯20）
ランドリー：近隣にコインランドリーあり（車3分)
お茶・氷の用意：可能
駐車場：無料（乗用車50台、バス5台）

料金：24日 17,000円/泊（定員利用時）
25日・26日 12,500円/泊（定員利用時）
上記金額に＋4,500円（1名1室利用時）
1,100円/泊（2食付添い寝）※3~6歳まで

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室(定員3～8名)、和洋室（定員3～4名）
チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：（収容人員:男湯10、女湯6）
ランドリー：近隣にコインランドリーあり（徒歩5分）
お茶・氷の用意：お茶のみ
駐車場：無料（乗用車10台、バス3台）

料金：11,000円/泊（定員利用時）
上記金額に＋5,000円（1名1室利用時）
無料（添い寝）※5歳まで



■ ご宿泊施設情報⑤

鳥羽小浜荘 寿々波別館錦浦館

■ ご宿泊代金について

・ 本パンフレットに記載の行く泊代金は、お一人様当たりの料金となります。
・ 宿泊代金には、諸税・サービス料金を含んでおります。
・ 現地にて追加費用（ドリンクやルームサービス利用時）が発生した場合はお客様にてご精算ください。

■ その他

・ 宿泊施設によっては喫煙客室でのご案内になる場合がございます。
（万が一選手のお部屋が喫煙部屋となった場合は、お部屋の灰皿の撤去及び消臭対応を実施いたします。）
・ 新型コロナウイルス感染症対策の観点から、食事時間・入浴時間を指定させていただく場合がございます。

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員4～5名）
チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：（収容人員:男湯10、女湯8）
ランドリー：近隣にコインランドリーあり（車10分）
お茶・氷の用意：氷のみ
駐車場：無料（乗用車12台、バス2台）

料金：11,500円/泊（定員利用時）
1チーム3室までは上記金額（1名1室利用時）
1,100円/泊（添い寝）※未就学児まで

食事条件：1泊2食
部屋タイプ：和室（定員3～4名）
チェックイン：15:00／チェックアウト：10:00
大浴場：有（収容人員:男湯20、女湯18）

ランドリー：近隣にコインランドリーあり（徒歩12分)
お茶・氷の用意：お茶のみ
駐車場：無料（乗用車10台）

バスは市営駐車場(徒歩5分)

料金：11,000円/泊（定員利用時）
上記金額に＋4,000円（1名1室利用時）
1,100円/泊（添い寝）※未就学児まで



エリア
申込
区分

宿泊施設 食事条件 部屋タイプ
ご旅行代金

（3泊：税込）

Ⅰ
伊勢

E 伊勢かぐらばリゾート千の杜 1泊2食
和室

（定員4名）
39,000円

B 山田館 1泊2食
和室

（定員3～6名）
33,000円

H ホテルルートイン伊勢 1泊2食
ツイン

（定員2名）
37,500円

A 紅葉軒 1泊2食
和室

（定員3～4名）
30,000円

B 旅館つるや 1泊2食
和室

（定員2～5名）
33,000円

Ⅱ
二見

D 朝日館 1泊2食
和室

（定員4～5名）
34,500円

D 潮香苑 1泊2食 和室
（定員4～6名）

34,500円

B 海洋楼 1泊2食 和室
（定員2～5名）

33,000円

D 日章館 1泊2食
和室

（定員4～5名）
34,500円

B 松阪屋吸霞園 1泊2食
和室

（定員3～5名）
33,000円

B ホテル清海 1泊2食
和室

（定員4～5名）
33,000円

G
ホテルキャッスルイン
伊勢夫婦岩

1泊2食
※26日夜・

27日朝
食事なし

ツイン（定員2名）

トリプル（定員3名）

フォース（定員4名）

28,000円

Ⅲ
鳥羽

F 鳥羽シーサイドホテル 1泊2食
和室

（定員4～5名）
42,000円

F 鳥羽グランドホテル 1泊2食
和室

（定員5名）
42,000円

F 扇芳閣 1泊2食
和室

（定員5名）
42,000円

C 旅館海月 1泊2食
和室（定員3～8名）

和洋室（定員3～4名）
33,000円

D 鳥羽小浜荘 1泊2食
和室

（定員4～5名）
34,500円

C 寿々波別館錦浦館 1泊2食
和室

（定員4～5名）
33,000円



■ お弁当手配

設定日：12月24日（土）～27日（火） 4日間

プラン:日毎に内容は変わります

※アレルギー対応はいたしかねます。
※受渡場所については、各チーム試合会場のみとなります。
・雨天が行われない場合の受け渡しについて
宿泊施設へ9:00頃～11:30頃までにお届けします。

・最終日(12/27)のお弁当受渡について
晴天の場合：試合の有無に関わらず、各球場でのお受渡しとなります。
雨天の場合：チェックアウト10:00頃を目途に宿泊施設へお届けをいたします。

Aタイプ お弁当（パック茶付）
代金：880円(税込)

※イメージ

Bタイプ お弁当（パック茶付）
代金：1,210円(税込)

※イメージ

■ 交通手配（貸切バス・JR・航空券・レンタカー）

各チームのご要望に応じて、現地までの交通手段や現地での交通手段をお手配いたします。
ご希望のチーム様は手配ご希望の要否を申込フォームよりご入力ください。

＜ご手配可能な交通手段（例）＞

ⅰ）4日間貸切バスの利用

ⅱ）名古屋までの新幹線＋4日間レンタカーの利用

各チーム所在地
大会開催地

（宿↔球場）

最寄り駅 名古屋駅 大会開催地

貸切バス

新幹線 近鉄線

最寄り駅
レンタカー



「全国旅行支援」事業が適用となった場合は、
ご旅行代金の割引対象となる可能性がございます。

※現時点で本事業の適用可否はご案内いたしかねます。
※正式な発表があったのちにご案内させていただきます。

■ 全国旅行支援事業の概要（10/3時点）

実施期間 2022年10月11日（火）～12月下旬（予定）

割引率 旅行代金の40％

割引上限額
（1名1泊）

交通付旅行商品 8,000円

上記以外 5,000円

クーポン券
平日 3,000円

休日 1,000円

【全国旅行支援が適用になった場合の料金シミュレーション】

「鳥羽シーサイドホテル」ご宿泊の場合．．．

ⅰ）宿泊のみのお申込み

ご旅行代金 42,000円（割引前）

自己負担
27,000円

全国旅行支援
15,000円

クーポン券
5,000円

ⅱ）交通付き（往復新幹線想定）でのお申込み

ご旅行代金 64,000円（割引前）※宿泊 42,000円＋交通 22,000円

☆JRや航空券、現地での貸切バスなどをお申込みいただくと、
1泊あたりの割引額は「8,000円」となる見通しです。

※今後上記の事業内容は変更になる可能性がございます。

自己負担
40,000円

全国旅行支援
24,000円

クーポン券
5,000円



■ お申込み方法のご案内 ※WEBサイトは10月7日（金）よりアクセスいただけます。





■ 取消料規定

変更・取消のご連絡はメールにてご連絡ください。
・ 取消連絡は、弊社営業時間内にご連絡ください。

（平日 9:30～17:30 土日祝日は休業となります）
・ 契約成立後の取消につきましては、下記の規定の取消料を申し受けます。
・ 大会期間中の取消・変更については電話にて承ります。

契約解除の日
取消料

（お１人様あたり）

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

1．21日目にあたる日（12/3）以前の解除 無料

2．20日目にあたる日（12/4）以降の解除（3～6を除く） 旅行代金の 20％

3．7日目にあたる日（12/17）以降の解除（4～6を除く） 旅行代金の 30％

4．旅行開始日の前日（12/23）の解除 旅行代金の 40％

5．当日の解除（6を除く） 旅行代金の 50％

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％

【宿泊・交通】

【弁当】

契約解除の日
取消料

（お１人様あたり）

12月16日までの取消 無料

12月17日以降の取消 昼食代金の100％


