
東京オリンピック仕様のOSPホッケースタジアムで練習できます！
H1所属 BlueSticks滋賀との練習試合または指導が受けられます！

合宿パックのポイント(２泊３日プラン)

①設定日は2021年9月２日(木),9月9日(木)からの２泊３日で選択可
能。練習コートは2種類から希望に応じてチョイスできます。

②昼食(お弁当)夕食(食事処)はこちらでご用意！

③宿泊は東横イン米原駅新幹線西口を※1）ご案内。お部屋は1名1室で
ご利用、朝食付きです。ゆっくりお過ごしください。

④ご要望に応じて、BlueSticks滋賀との練習試合または指導が受けられる
プログラム※2）を追加代金無しでご用意しております。

詳しくはウラ面をご覧ください！その他
申込特典あり‼

※1）宿泊滞在中のシーツ・タオル交換、客室清掃はありません。またお部屋タイプはお任せとなります。
※2）プログラムの受講については、会場はOSPホッケースタジアムにて、土曜日の実施を想定しております。

２泊３日プラン



そのほか申込特典

①平和堂、COCO’Sで利用できる
『平和堂商品券」500円分をご参加
人数分プレゼント。（ホテル初日チェッ
クイン時にお渡しします）

②COCO‘S利用の場合、ドリンクバー
を無料にてご利用いただけます。
(彦根ベイサイド店ご利用限定)

合宿代金(2泊3日お一人様あたり)

20,000円(税込)

練習場費用のご案内

申込の際のご案内
・この合宿パックは（一社）ホッケーアカデミー滋賀の委託を受け、㈱平和堂が企画、募集を行うものです。
・お申し込みの際は旅行条件書(全文)をお渡しいたします。内容をご確認ください。
・現地集合、現地解散のプランとなります。
・最少催行人員は15名です。ご参加人員が14名以下の場合はご相談ください。
・レストランCOCO’Sご利用の際の飲食代金は含まれておりません。(特典の「平和堂商品券」をご利用いただけます)
・練習会場、利用時間の希望は申込と同時にお申し出ください。申込の時期によっては希望に添えない場合がございます。
・練習場費用の計算方法は、OSPホッケースタジアムは利用時間帯単位で料金が発生します。(例：13:00-17:00 7,935円)

このほか散水費用が水1㌧あたり120円発生します。（参考：9月頃の1日の散水使用量は約30-40㌧）
・伊吹第1グラウンドは9:00～15:00の間で1時間の占有時間単位で料金が発生します。(例：3時間占有 3,600円)なお、伊吹

第1スタジアムはサンドベースのため散水は不要です。
・練習場を他団体と合同で使用する場合の練習場費用は、使用する団体数で均等割し費用を算出します(追加利用時のみ）。
・宿泊先は、フロア貸切を原則としますのでお部屋タイプはシングル・ダブルなどお任せとなります。また滞在中のシーツ

タオルの交換、客室清掃はございませんのであらかじめご了承ください。(清掃希望時は別途有料にてご対応いたします)
・確定日程表の案内書面につきましては、遅くともご出発の1週間前までに代表者様にお送りいたします。
・今回の合宿パックにおける全体の取消については、宿泊開始日の前日から起算して20日前より取消料が発生いたします。

お申し込み時に別途ご案内いたします。

9:00～15:00
1,200円

(※1時間あたり)

※ほかに照明使用料　540円/時間

シャワー使用料　100円/人数

水道代金(人工芝) 2h　20㌧で換算

1㌧120円 2,400円

伊吹第1グランド 一般利用(県外)

15:30～17:30 3,960円

17:30～19:30 5,940円

17:30～21:30 11,880円

OSPホッケースタジアム 一般利用(県外)

8:30～12:30 5,940円

13:00～17:00 7,935円

合宿パック ～練習時間・会場はご希望に合わせて追加・変更できます～

利用されるコート、時間帯によって費用が異なります。練習場費用をご参考にスケジュールをお決めください。
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工場跡

宿泊先：北陸道米原ICより R21・R8経由で約5㎞ 10分 練習場:北陸道米原ICより伊吹方面へ約10㎞ 20分

平和堂フレンドマート米原駅前店・フレンドマート山東店では、BlueSticks滋賀公認サポートグッズや滋賀のお土産も販売しております。

ホテル～練習場は
R8・R21・県道

利用で16㎞約30分

代金に含まれるもの：ホテル宿泊2泊、朝食2回
昼食(弁当)2回、夕食(食事処)1回、伊吹第1
グラウンド3時間分、OSPホッケースタジアム午前
利用1回分、OSPスタジアム用散水20㌧分
※その他、追加利用分は費用が別途発生します。

【旅行企画・実施】:株式会社平和堂(旅行センター)
〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地
滋賀県知事登録第2-109号
(一社)日本旅行業協会正会員

最少催行人員
15名

【お申込先】:平和堂旅行センター本部営業所
〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地

TEL 0749-23-5875 FAX0749-23-8062
総合旅行業務取扱管理者 森本 昌樹（受付：月曜～金曜9時～18時）

※平和堂商品券は合宿滞在中にご利用ください。
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ホテルからびわ湖方面へ向かい、

湖周道路で彦根方面（南）へ。

「彦根ビューホテル」南となりに

ココスの黄色い看板が見えます。

ホテルから車で約5㎞　10分です。

湖

周

道

路

〇彦根ビューホテル

ＦＭ米原駅前店

営業時間9:30～21:00

ホテルから徒歩2分

フレンドマート山東店

営業時間9:30～21:00

練習場から2㎞ 車5分

1日目 木曜日 2日目 金曜日 ３日目 土曜日

9:00 9:00 8:15 ホテル

チェックアウト

～ ～

9:30

16:30 昼食(弁当)

11:30

17:00 ホテル 17:30 ホテル 11:45 昼食（弁当）

チェックイン チェックイン

午後練習

18:00 夕食 18:30

帰路へ

自由練習

(昼食弁当は

ありません) BS滋賀と

練習試合

指導

（情報は2021年4月現在）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
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2泊3日プラン出発日カレンダー：2021年9月



取消料・変更料についてのご案内

合宿パックの取消料・変更料については以下の通りとさせていただきます。

2泊3日合宿プランの計算例

15名で参加、伊吹第1スタジアムで3時間×3回練習＋OSPスタジアムを
午前(８:30-12:30)1回、午後(13:00～17:00)１回利用する場合

●追加費用(伊吹第1・3時間×2回）
●追加費用(OSP午後利用分1回)
●追加費用(散水代金20㌧分)

1,200円×6時間 = 7,200円
7,935円

120円×20㌧ ＝ 2,400円

追加費用計 17,535円

※基本代金には伊吹第1スタジアム利用３時間1回分、OSPスタジアム午前利用1回分と散水
20㌧分が含まれています。

②団体としては利用するものの宿泊数や利用人数(取消される)場合。

旅行開始日の前日から起算して

変更されるご人数分の合宿費用の10％

変更されるご人数分の合宿費用の30％

当日の変更(旅行開始前) 変更されるご人数分の合宿費用の50％

変更されるご人数分の合宿費用の100％

20日前から8日前までの変更

7日前から2日前までの変更

旅行開始後解除、無連絡不参加

①団体全体が利用そのものを取りやめる(取消される)場合。

旅行開始日の前日から起算して

21日前に当たる日以前の解除

20日前から11日前の解除

10日前から8日前の解除 おひとり様あたりの取消料

おひとり様あたりの取消料

おひとり様あたりの取消料

おひとり様あたりの取消料

おひとり様あたりの取消料

無料

合宿費用の20％

合宿費用の20％

合宿費用の30％

合宿費用の40％

合宿費用の50％

合宿費用の100％

7日前から3日前の解除

2日前(前日)の解除

当日の解除

旅行開始後解除、無連絡不参加

おひとり様あたりの取消料

おひとり様あたりの取消料

なお、取消と変更を同時に扱うことはございません。

参加15名で割ると 1名あたり1,169円

1日目 木曜日 2日目 金曜日 ３日目 土曜日

8:30 ホテル出発 8:15 ホテル

チェックアウト

9:30 8:30

～

12:30 12:30

12:30 昼食(弁当) 昼食（弁当）

13:30 13:00 ospホッケー 13:30

～ ～ スタジアムにて ～

16:30 17:00 午後練習 16:30

17:30 ホテル 18:00 ホテル 17:00 帰路へ

チェックイン

18:30 夕食

伊吹第1スタジアム

にて練習3時間

伊吹第1スタジアム

に集合

伊吹第1スタジアム

にて練習3時間

BlueSticks滋賀と

練習試合または指導

(9:30-11:30)

伊吹第1スタジアム

にて練習3時間

左のスケジュール表では練習会場
の利用時間を

●水色枠 基本代金分
●緑色枠 追加費用発生
●黄色枠 追加費用発生

と色分け表示しています。

※練習場を他チームと合同で利用する場合は
練習場費用が折半となり、さらにお安くなります。

15名様ご参加時の1名あたり合宿費用と総額

参加15名分　お支払い総額

20,000円

1,169円

21,169円

317,535円

２泊３日合宿基本代金(1名あたり)

追加費用(1名あたり)

1名あたり合宿費用



東京オリンピック仕様のOSPホッケースタジアムで練習できます！
H1所属 BlueSticks滋賀との練習試合または指導が受けられます！

合宿パックのポイント(3泊4日プラン）

①設定日は2021年9月１日(水),9月8日(水)から3泊4日で選択
可能。練習コートは2種類から希望に応じてチョイスできます。

②昼食(お弁当)夕食(食事処)はこちらでご用意！

③宿泊は東横イン米原駅新幹線西口を※1）ご案内。お部屋は1名
1室利用で朝食付きです。ゆっくりお過ごしください。

④ご要望に応じてBlueSticks滋賀との練習試合または指導が受け
られるプログラム※2）を追加代金無しでご用意しております。

詳しくはウラ面をご覧ください！その他
申込特典あり‼

※1）宿泊滞在中のシーツ・タオル交換、客室清掃はありません。またお部屋タイプはお任せとなります。
※2）プログラムの受講については、会場はOSPホッケースタジアムにて、土曜日の実施を想定しております。

３泊４日プラン



そのほか申込特典

①平和堂、COCO’Sで利用できる
『平和堂商品券」1,000円分を
ご参加人数分プレゼント。（ホテル初
日チェックイン時にお渡しします）

②COCO‘S利用の場合、ドリンクバー
を無料にてご利用いただけます。
(彦根ベイサイド店ご利用限定)

合宿代金(3泊4日お一人様あたり)

24,000円(税込)

練習場費用のご案内

申込の際のご案内
・この合宿パックは（一社）ホッケーアカデミー滋賀の委託を受け、㈱平和堂が企画、募集を行うものです。
・お申し込みの際は旅行条件書(全文)をお渡しいたします。内容をご確認ください。
・現地集合、現地解散のプランとなります。
・最少催行人員は15名です。ご参加人員が14名以下の場合はご相談ください。
・レストランCOCO’Sご利用の際の飲食代金は含まれておりません。(特典の「平和堂商品券」をご利用いただけます)
・練習会場、利用時間の希望は申込と同時にお申し出ください。申込の時期によっては希望に添えない場合がございます。
・練習場費用の計算方法は、OSPホッケースタジアムは利用時間帯単位で料金が発生します。(例：13:00-17:00 7,935円)

このほか散水費用が水1㌧あたり120円発生します。（参考：9月頃の1日の散水使用量は約30-40㌧）
・伊吹第1グラウンドは9:00～15:00の間で1時間の占有時間単位で料金が発生します。(例：3時間占有 3,600円)なお、伊吹

第1スタジアムはサンドベースのため散水は不要です。
・練習場を他団体と合同で使用する場合の練習場費用は、使用する団体数で均等割し費用を算出します(追加利用時のみ）。
・宿泊先は、フロア貸切を原則としますのでお部屋タイプシングル・ダブルなどお任せとなります。また滞在中のシーツ

タオルの交換、客室清掃はございませんのであらかじめご了承ください。(清掃希望時は別途有料にてご対応いたします)
・確定日程表の案内書面につきましては、遅くともご出発の1週間前までに代表者様にお送りいたします。
・今回の合宿パックにおける全体の取消については、宿泊開始日の前日から起算して20日前より取消料が発生いたします。

お申し込み時に別途ご案内いたします。

9:00～15:00
1,200円

(※1時間あたり)

※ほかに照明使用料　540円/時間

シャワー使用料　100円/人数

水道代金(人工芝) 2h　20㌧で換算

1㌧120円 2,400円

伊吹第1グランド 一般利用(県外)

15:30～17:30 3,960円

17:30～19:30 5,940円

17:30～21:30 11,880円

OSPホッケースタジアム 一般利用(県外)

8:30～12:30 5,940円

13:00～17:00 7,935円

合宿パック ～練習時間・会場はご希望に合わせて追加・変更できます～

利用されるコート、時間帯によって費用が異なります。練習場費用をご参考にスケジュールをお決めください。
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工場跡

宿泊先：北陸道米原ICより R21・R8経由で約5㎞ 10分 練習場:北陸道米原ICより伊吹方面へ約10㎞ 20分

平和堂フレンドマート米原駅前店・フレンドマート山東店では、BlueSticks滋賀公認サポートグッズや滋賀のお土産も販売しております。

ホテル～練習場は
R8・R21・県道

利用で16㎞約30分

代金に含まれるもの：ホテル宿泊3泊、朝食3回、
昼食(弁当)3回、夕食(食事処)2回、伊吹第1
グラウンド3時間分、OSPホッケースタジアム午前
利用1回分、OSPスタジアム用散水20㌧分
※その他、追加利用分は費用が別途発生します。

【旅行企画・実施】:株式会社平和堂(旅行センター)
〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地
滋賀県知事登録第2-109号
(一社)日本旅行業協会正会員

最少催行人員
15名

【お申込先】:平和堂旅行センター本部営業所
〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地

TEL 0749-23-5875 FAX0749-23-8062
総合旅行業務取扱管理者 森本 昌樹（受付：月曜～金曜9時～18時）

※平和堂商品券は合宿滞在中にご利用ください。

び　わ　湖
●ホテル

★ココス

↑長浜

↓彦根
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ホテルからびわ湖方面へ向かい、

湖周道路で彦根方面（南）へ。

「彦根ビューホテル」南となりに

ココスの黄色い看板が見えます。

ホテルから車で約5㎞　10分です。

湖

周

道

路

〇彦根ビューホテル

ＦＭ米原駅前店

営業時間9:30～21:00

ホテルから徒歩2分

フレンドマート山東店

営業時間9:30～21:00

練習場から2㎞ 車5分

1日目 水曜日 2日目 木曜日 3日目 金曜日 ４日目 土曜日

9:00 9:00 9:00 8:15 ホテル

チェックアウト

～ ～ ～

9:30

16:30 昼食(弁当) 昼食(弁当)

11:30

17:00 ホテル 17:30 ホテル 17:30 ホテル 11:45 昼食（弁当）

チェックイン チェックイン チェックイン

午後練習

18:00 夕食 18:30 夕食

帰路へ

自由練習

(昼食弁当は

ありません) BS滋賀と

練習試合

指導

（情報は2021年4月現在）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

〇 ― ― ー ー ー ー 〇 ― ― ー ー

3泊4日プラン出発日カレンダー：2021年9月



取消料・変更料についてのご案内

合宿パックの取消料・変更料については以下の通りとさせていただきます。

3泊4日合宿プランの計算例
参加15名、伊吹第1スタジアムで3時間×3回・2時間×1回練習＋OSPスタジアム
を午前(８:30-12:30)1回、午後(13:00～17:00)１回利用する場合

●追加費用(伊吹第1・3時間×2回）
●追加費用(伊吹第1・2時間×1回)
●追加費用(OSP午後利用分1回)
●追加費用(散水代金20㌧分)

1,200円×6時間 = 7,200円
1,200円×2時間 =   2,400円

7,935円
120円×20㌧ ＝ 2,400円

追加費用計 19,935円

※基本代金には伊吹第1スタジアム利用３時間1回分、OSPスタジアム午前利用1回分と散水
20㌧分が含まれています。

②団体としては利用するものの宿泊数や利用人数(取消される)場合。

旅行開始日の前日から起算して

変更されるご人数分の合宿費用の10％

変更されるご人数分の合宿費用の30％

当日の変更(旅行開始前) 変更されるご人数分の合宿費用の50％

変更されるご人数分の合宿費用の100％

20日前から8日前までの変更

7日前から2日前までの変更

旅行開始後解除、無連絡不参加

①団体全体が利用そのものを取りやめる(取消される)場合。

旅行開始日の前日から起算して

21日前に当たる日以前の解除

20日前から11日前の解除

10日前から8日前の解除 おひとり様あたりの取消料

おひとり様あたりの取消料

おひとり様あたりの取消料

おひとり様あたりの取消料

おひとり様あたりの取消料

無料

合宿費用の20％

合宿費用の20％

合宿費用の30％

合宿費用の40％

合宿費用の50％

合宿費用の100％

7日前から3日前の解除

2日前(前日)の解除

当日の解除

旅行開始後解除、無連絡不参加

おひとり様あたりの取消料

おひとり様あたりの取消料

なお、取消と変更を同時に扱うことはございません。

参加15名で割ると 1名あたり1,329円

左のスケジュール表では、
練習会場の利用時間を

●水色枠 基本代金分
●緑色枠 追加費用発生
●黄色枠 追加費用発生

と色分け表示しています。

※練習場を他チームと合同で利用する場合は
練習場費用が折半となり、さらにお安くなります。

15名様ご参加時の1名あたり合宿費用と総額

参加15名分　お支払い総額

24,000円

1,329円

25,329円

379,935円

3泊4日合宿基本代金(1名あたり)

追加費用(1名あたり)

1名あたり合宿費用

1日目 水曜日 2日目 木曜日 3日目 金曜日 ４日目 土曜日

8:15 ホテル

8:30 ホテル出発 8:30 ホテル出発 チェックアウト

9:30 9:30 8:30

～ ～ ～

12:30 12:30 12:30

昼食(弁当) 昼食(弁当) 昼食（弁当）

13:30 13:00 ospホッケー 13:00

16:00 ～ ～ スタジアムにて ～

16:30 17:00 午後練習 15:00

17:30 ホテルチェックイン 18:00 ホテルチェックイン

18:30 夕食 18:30 夕食 16:00 帰路へ

ホテルチェックイン

伊吹第1スタジアム

にて練習3時間

伊吹第1スタジアム

にて練習3時間

伊吹第1スタジアム

にて練習3時間

BlueSticks滋賀と

練習試合または指導

(9:30-11:30)

伊吹第1スタジアム

にて練習2時間


