
第 75 回中国五県陸上競技対抗選手権大会 宿泊等申込書 
1. 参加申込  

別紙、参加申込書にご記入の上、７月２０日（火）までに FAX でお申込ください。ＦＡＸで、予約受付確認のご連絡をいたします。 

先着順でご予約をお受けいたします。  

●送付先 FAX 082-543-2019  （たびまちゲート広島） 
 

2. 予約確認書・請求書 

受付締め切り後、予約確認書・請求書を送付いたします。 ８月 ６日（金）までに、下記口座にお振込みください。 

●振込先 銀行名： 広島銀行 本店営業部  口座番号： (普通)3060951   名義：㈱たびまちゲート広島 
 

3. 宿泊のご案内（ 広島市内 ） 宿泊日： ２０２１年 ８月２０日（金）・２１日（土） 

ホテル ツイン シングル 情報 

 
Ａ 

広島ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

〒733-0036  

広島市西区観音新町 2-4-6  
 

＜ﾂｲﾝ・ﾄﾘﾌﾟﾙ＞ 

１泊朝食 8,900 円 
＜ｼﾝｸﾞﾙ＞ 

１泊朝食 9,200 円 

ＪＲ広島駅新幹線口出口、タクシー約２０分。 

中国・山陽自動車道五日市ＩＣより約２０分。 

駐車場／70 台無料 

Ｂ 

広島市文化交流会館 

〒730-8787  
広島市中区加古町３−３ 

 

＜ﾂｲﾝ・ﾄﾘﾌﾟﾙ＞ 

１泊朝食 8,600 円 

＜ｼﾝｸﾞﾙ＞ 

１泊朝食 9,800 円 

JR「広島駅」下車、バスで約 25 分 、 徒歩 1 分 

山陽自動車道広島ＩＣより約３０分。 

駐車料 1,030 円（税込・1 泊） 

Ｃ 

インテリジェントスタジアム

732-0805 

広島市南区東荒神町３－３６ 
 

＜ﾂｲﾝ＞ 

１泊朝食 8,200 円 

＜ｼﾝｸﾞﾙ＞ 

１泊朝食 9,200 円 

ＪＲ山陽本線広島駅南口出口→徒歩約７分 

山陽自動車道広島ＩＣから国道５４号線約９

ｋｍ約２５分 建物の構造上エレベーターが

２階からです 

D 

ロイヤルパークホテル広島 

〒730-0014  

広島市中区上幟町７−１４  

＜ﾂｲﾝ・ﾄﾘﾌﾟﾙ＞ 

１泊朝食 8,800 円 
＜ｼﾝｸﾞﾙ＞ 

１泊朝食 9,800 円 

ＪＲ広島駅南口、徒歩 8 分 

山陽自動車道広島ＩＣより約１５分。 

E 

広島パシフィックホテル 

〒730-0012 

広島市中区上八丁堀８−１６ 
 

＜ﾂｲﾝ＞ 

１泊朝食 9,200 円 

＜ｼﾝｸﾞﾙ＞ 

１泊朝食 9,200 円 

山陽自動車道広島ＩＣより約 20 分。 

湯銭 LAM による無料ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続サービス 

目標物：広島城 

F 

ホテルビスタ広島 

〒730-0017  

広島市中区鉄砲町６−１５  

＜ﾂｲﾝ＞ 

１泊朝食 10,300 円 

＜ｼﾝｸﾞﾙ＞ 

１泊朝食 11,800 円 

広島電鉄 八丁堀電停より徒歩 2 分   

山陽自動車道広島東ＩＣから約３０分 

G 

エスプル広島平和公園 

〒730-0041  

広島市中区小町３丁目１７ 
 

＜ﾂｲﾝ＞ 

１泊朝食 8,200 円 

＜ｼﾝｸﾞﾙ＞ 

１泊朝食 8,900 円 

ＪＲ広島駅南口出口→私鉄広島電鉄、広島港行き

約２０分中電前駅下車→徒歩約１分。山陽自動車

道広島ＩＣより国道５４号線約１ｋｍ約３０分 

H 

広島東急 REI ホテル 

〒730-0029 

広島市中区三川町 10-1 
 

＜ﾂｲﾝ＞ 

１泊朝食 9,200 円 
＜シングル＞ 

１泊朝食 10,800 円 

JR 広島駅より車で７分。市内電車にて八丁堀下

車徒歩８分。山陽自動車道広島ＩＣより約 30 分。 

駐車料 1100 円（税込・1 泊） 

J 

ダイワロイネット広島    

〒730-0042 

広島市中区国泰寺町１－３－２０ 
 

- 
＜ｼﾝｸﾞﾙ＞ 

１泊朝食 11,880 円 

ＪＲ広島駅南出口→私鉄路面電車１番広島港行き

約２０分中電前駅下車→徒歩約１分 

山陽自動車道広島ＩＣから国道５４号線約３０分 

K 

ANA クラウンプラザ広島 

〒730-0037  

広島市中区中町 7-20 

 

＜ﾂｲﾝ＞ 

１泊朝食 8,200 円 
＜ｼﾝｸﾞﾙ＞ 

１泊朝食 9,200 円 

JR 広島駅から車約１５分 / 路面電車最寄駅「中

電前」下車徒歩約 3分。山陽自動車道広島ＩＣより

約２５分。契約駐車場駐車料 2,000 円。 

L 

ホテル法華クラブ広島 

〒730-0037  

広島市中区中町 7-7 
 

＜ﾂｲﾝ＞ 

１泊朝食 8,500 円 

＜ｼﾝｸﾞﾙ＞ 

１泊朝食 9,800 円 

広島駅から車で１０分。広島ＩＣから車で３０分。駐

車場 60 台 1 泊 1,300 円予約不可先着順。満車

時契約駐車場 1 泊 1,300 円先着順 

M 
ホテルドーミーイン広島 

〒730-0041  

広島県広島市中区小町３−２８  

- 
＜ｼﾝｸﾞﾙ＞ 

１泊朝食 11,500 円 

広島駅から車で１０分。広島ＩＣから車で３０分。 

広島電鉄(路面電車)「中電前」駅より徒歩 2分、温

泉付ビジネスホテル 

 



  

５. .昼食弁当のご案内 〔 お弁当お取り扱い日 ：( ２０２１年８月２１日（土） ・ ２２日（日）の２日間 ) 

幕ノ内風お弁当（お茶付き） ＠７００円（税込み） 

※大会開催日の １１:３０～１３:３０の間に会場でお渡しいたします。 

 

４. .お申込み注意事項   

（１） お部屋は、特に指定の無い限り、シングルのご利用となります。ツイン利用ご希望の方は、同室者名をご記入ください。 

（２） 1 泊料金は「1 泊朝食付・税金込み・サービス料込」のお一人様料金です。朝食代の払い戻しはできません。 

（３） 禁煙喫煙のご希望につきましては。事務局に一任をお願いします。先着順にてホテルを割り振り致します。 

    部屋数に限りがございますので、お早めにご連絡お願いいたします。。 

（４） 飲物代・電話代・クリーニング代等の個人的費用は含まれておりません。 

（５） 各ホテル発行の割引カード及び各種割引制度はご利用になれませんので、ご了承ください 

（６） 前泊・後泊が必要な場合は、申込書の「連絡事項」欄に、宿泊日などをご記入ください。 

※ 宿泊プランは、㈱たびまちゲート広島が企画実施する募集型企画旅行です 

※ 最少催行人員は一名、添乗員は同行いたしません 

※ 朝食時間は、06：30または、07：00からとなります。 

（７） 宿泊・お弁当のお申込み後のお取消には、次のお取消料がかかります。 

 

５. 変更・取消について 

1. お取消・変更の場合には、「申込書」に加筆修正（二重線など）のうえ、FAXをお願いいたします。 

お電話での取消・変更は承っておりません。 

２. 返金につきましては大会終了後、お客様口座番号へご返金いたしますので、ご記入ください。 

３. お申込後、お客様のご都合でご予約を取り消させる場合は、下記の取消料がかかりますのでご了承願います 

利用区分 21 日前まで 20～15 日前ま

 

14～8 日前ま

 

7 日前～前日 当日 無連絡による取

 宿 泊 無料 20％ 30％ 50％ 100％ 払戻不可 
 

 

６.お問い合わせ先 

今回の大会は、旅行業務取り扱い、および受付事務を下記旅行杜に委託しております。 
宿泊、お弁当のお支払いに関するお問合せは、たびまちゲート広島までお願いします。 
 

㈱たびまちゲート広島   

〒730-0021 広島市中区胡町 3-19   担当:木戸、細越 

TEL:082-543-2121  FAX: 082-542-2019 

e-mail : rikujo＠topic-tour.co.jp 

営業時間 平日 09：30～17：30 土曜 10:00～17:00 日曜休業 

 


