
宿泊情報～GW 中ですので，早めにご予約をお願いします。 
 
１） 
日本旅行による宿泊・輸送の斡旋～次の通り計画しています。ご利用ください。 
申込用紙（エクセルファイル・ＰＤＦファイル）を印刷しｆａｘで申込みください。 
 

下記の通り、宿舎とバスと弁当を提供します。宿泊・輸送申込書で申し込んでください。

①宿泊について

５月３日（木）と５月４日（金）の２泊、以下の宿舎を用意・斡旋します。予約数には限りがあります。
※相部屋利用ご希望および相部屋でも構わないという方は、申込書の備考欄にその旨 記入お願い致します。

５名１室利用 ４名１室利用 ３名１室利用

①
１泊２食

料金（税込）
８，４００円 ８，４００円 ８，４００円

５名１室利用 ４名１室利用 ３名１室利用

②
１泊２食

料金（税込）
１８，３７５円 １８，９００円 １９，４２５円

５名１室利用 ４名１室利用 ３名１室利用

④
１泊朝食

料金（税込）
８，４００円 ８，４００円 ８，４００円 ※夕食は２，９００円よりご用意

６名１室利用 ５名１室利用 ４名１室利用

⑤
１泊朝食

料金（税込）
４，９００円 ５，４００円 ５，９００円 ※夕食は２，９００円よりご用意

５名１室利用 ４名１室利用 ３名１室利用 ２名１室利用

⑥
１泊２食

料金（税込）
１３，０２０円 １３，０２０円 １３，０２０円 １３，０２０円

５名１室利用 ４名１室利用 ３名１室利用

⑦
１泊朝食

料金（税込）
４，２００円 ４，２００円 ４，２００円

１名１室利用

⑧
素泊まり

料金（税込）
５，６００円

施設名 確保部屋数

丸ノ内ホテル
（福山駅前地区）

２０部屋

施設名 確保部屋数

光信寺  修練道場
（三和地区）

１３部屋

スコラ高原荘＜コテージ＞
（帝釈峡地区）

６部屋

施設名 確保部屋数

湯っ蔵さんわ
（三和地区）

１１部屋

施設名 確保部屋数

帝釈峡観光ホテル錦彩館
（帝釈峡地区）

１１部屋

施設名 確保部屋数

スコラ高原荘
（帝釈峡地区）

９部屋

施設名

虎屋旅館
（帝釈峡地区）

確保部屋数

５部屋

施設名 確保部屋数

宿泊輸送について

㈱日本旅行　ＴｉＳ福山支店

〒720-0066　　広島県福山市三之丸町３０－１

ＴＥＬ　084-931-2611　　ＦＡＸ　084-932-3202

E-mail　：　tis_fukuyama@nta.co.jp

担当：村田　・　荒川

※朝食は「湯っ蔵さんわ」にてご用意。夕食も可能

です。

 



日本旅行斡旋宿舎の HP 
① 虎屋旅館（帝釈峡地区＝東城町・上帝釈エリア※会場まで車で１０分） 
http://www8.ocn.ne.jp/~toraya/ 
② 帝釈峡観光ホテル錦彩館（帝釈峡地区＝東城町・神龍湖エリア※会場まで車で１０分） 
http://www.yado-kinsaikan.jp/ 
④⑤ スコラ高原荘，スコラ高原ログコテージ 
（帝釈峡地区＝神石高原町・スコラ高原※会場まで徒歩３分） 
http://www2.ocn.ne.jp/~sukora/ 
⑥湯っ蔵さんわ（三和地区＝神石高原町三和※会場まで車で３０分） 
http://www.yukkura-sanwa.jp/ 
⑦光信寺修練道場（湯っ蔵さんわの隣） 
⑧丸の内ホテル（福山駅北口） 
 
②輸送について

主催者は、以下のバスを運行します。料金は原則１乗車 ２，０００円となります。
３日の②休暇村～スコラ高原③神龍湖→上帝釈は，別料金（500円程度～日本旅行斡旋宿舎利用者は無料）となります。
4日、5日の神龍湖，上帝釈エリアの宿とスコラ高原の交通手段につきましては，日本旅行担当者へご相談ください。

① 5月3日 福山駅北口 → → 上帝釈 → スコラ高原（宿舎）

10:30 12:20 12:30

② 5月3日 福山駅北口 → → スコラ高原（宿舎） → 神龍湖 → 上帝釈
16:00 17:30 17:40 18:00

③ 5月3日 休暇村帝釈峡 → スコラ高原 → → 福山駅北口
17:20 17:30 19:00

④ 5月4日 福山駅北口 → → スコラ高原（会場）

6:45 8:15

⑤ 5月4日 スコラ高原（会場） → → 福山駅北口
15:00 16:30

⑥ 5月5日 福山駅北口 → → スコラ高原（会場）

6:45 8:15

⑦ 5月5日 スコラ高原（会場） → → 福山駅北口
15:00 16:30

③昼食（弁当）について

５月４日、５月５日に弁当を領布します。事前申し込みのみ受け付けます。ご希望の方は、申込書に○印を記入して下さい。
料金は、「幕の内弁当」（お茶込）で１，０００円となります。

④申込みとキャンセルについて

別紙「宿泊・輸送申込用紙」に必要事項を記入し、「日本旅行 ＴｉＳ福山支店」にＦＡＸ（084-932-3202）お願いします。
締切は、２０１２年３月９日（金）です。
申込書受領後、７日以内に「確認書」を電子メールアドレスに返信致します。
その後、請求書を郵送致します。
なお宿泊・輸送キャンセルの場合、以下の通りキャンセル料がかかります。
バスの乗車券は，入金確認後郵送します。

・キャンセル料

４月３日（火）まで なし
４月４日（水）から４月２５日（水） 20%
４月２６日（木）から５月１日（火） 30%
５月２日（水） 40%
５月３日（木）以降 100%

湯っ蔵さんわ・光信会館
7:30

湯っ蔵さんわ・光信会館
15:45

湯っ蔵さんわ・光信会館
16:45

湯っ蔵さんわ・光信会館

湯っ蔵さんわ・光信会館

12:00

18:15

15:45

7:30

休暇村帝釈峡

湯っ蔵さんわ・光信会館

 



２）その他の宿泊施設 
庄原市中心部～剣道の大会が開催されるため，ほとんどの宿に空きがありません。 
国 営 備 北 丘 陵 公 園  備 北 オ ー ト ビ レ ッ ジ  オ ー ト キ ャ ン プ 場 ， コ テ ー ジ 

http://www.bihoku-park.go.jp/ 
5 月の利用予約は 2 月 1 日 9 時～℡0824-72-8800（17 時まで）とインターネットで受付し

ます。※会場まで車で 40 分程度，広島 OLC 作成の O-Map があります。 
 
帝釈峡観光協会（http://taishakukyo.com/p04_01.html）の宿泊施設 
東城町（上帝釈エリア） 
角屋旅館 ℡・Fax 08477-6-0005  
民宿寄倉荘 ℡・Fax 08477-6-0457 
帝釈峡山荘 ～宿泊客を受け付けていません。 
※車で会場まで１０分程度 
 
東城町（神龍湖・下帝釈エリア） 
帝釈峡観光ホテル 養浩荘 ℡08477-2-4100 Fax08477-2-0914 
休暇村帝釈峡       ℡08477-2-3110  
             http://www.qkamura.or.jp/taishaku/ 
コテージは満室。本館およびオートキャンプ場には空きがあります。オートキャンプ場は 3
日のスプリント大会終了（15 時頃を予定）後設営 OK とします。 
※会場まで車で１０分～１５分 
 
東城町中心部 
旅館三楽荘 ℡08477-2-0016 
旅館松本荘 ℡08477-2-0020 

※会場まで車で２０分～２５分 
 
神石高原町観光協会（http://jkougen.jp/kankou/）の宿泊施設 
神石高原町 
農家民宿 貝原谷・山の小屋  ℡0847－82－0856 Fax0847－82－0856 

※会場まで車で３０分程度。山奥です。 

 

御宿御料理 響庵 大正館 ℡0847－82-0734 Fax0847－82-0182 

http://usaginohatago.blog112.fc2.com/ 問い合わせ時間 ９:００～２０:００ 

※会場まで車で２５分程度。 
 



仙養ヶ原ふれあいの里（ログコテージとキャンプ場） ℡0847-82-2823  
Fax0847－82－2236  

http://senyo-gahara.com/ 
※会場まで車で３０分程度・まだ空いています。グループ，車で参加の方は安く泊まれま

す。 
ふれあいセンターながの村 ℡0847-86-0215 Fax0847－86-0045  

http://www.naganomura.com/ 
※会場まで車で２０分程度。小学校跡地の宿泊施設。グループ，車で参加の方は安く泊ま

れます。 
 
府中市上下町 
旅館寿（上下駅前）0847-62-3226 一泊二食 8,000 円 朝食付き 6,000 円 

寿旅館 0847-62-3226 
〒729-3431 

府中市上下町上下 844 番地 4 

ホテルオームラ 0847-62-3065 
〒729-3431 

府中市上下町上下 958 番地 

ビジネスホテル銭貢呂  0847‐62‐2223 
〒729-3431 

府中市上下町上下 1066 番地 1 

土田旅館 0847-62-3051 
〒729-3431 

府中市上下町上下 2071 番地 1 

福万旅館 0847-62-3004 
〒729-3431 

府中市上下町上下 2053 番地 4 

あらき旅館 0847-62-4088 
〒729-3431 

府中市上下町上下 887 番地 9 

府中市の宿 http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/kanko/stay/index.html 
※福塩線上下駅近辺の宿から会場まで車で 30 分程度。矢野温泉からは 40 分程度になりま

す。矢野温泉には YH もあります。 



３）テレイン内のキャンプ場の利用 
全日本大会終了後（5 月 4 日午後 3 時以降利用可能とします） 
東城町・上帝釈エリア 
帝釈峡まほろばの里 オートキャンプ場 9 サイト 予約先℡ 08477-6-0500 

一区画 一泊 3500 円 

※アクセス道とキャンプ場内のみに通行を制限します。会場まで車で 10 分程度 
 
スコラ高原 
スコラ高原オートキャンプ場 予約先（株）帝釈峡スコラ高原 ℡＆fax 0847-86-0535 

http://www2.ocn.ne.jp/~sukora/ 
車一台 一泊 2500 円 入場料大人 300 円 子ども 100 円 

※アクセス道とキャンプ場内のみに通行を制限します。会場まで車で 10 分程度 
 

 


