
第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」

佐野市開催競技【ラグビーフットボール（全種別）】

弁当のしおり
第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」 ラグビーフットボール競技会に参加される

選手・監督、視察員等の皆様の昼食弁当を斡旋いたします。

下記の内容をご確認のうえ、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

【1.昼食弁当の斡旋期間】

【2.昼食弁当代金】

【3.弁当申込方法】

１個 ９７２円（お茶付、消費税込み）

インターネットからのお申し込みとなります。
右記ホームページよりお申し込みください。

＜申込の注意点＞

申込時に各自にてID・パスワードの取得をお願いいたします。

※取得された ID・パスワードはお忘れにならないようご注意ください。

●組み合せをよくご確認いただき、弁当引換時間等を考慮の上お申し込みください。

●申込締切日（9 月 15 日）を過ぎますと、申込・変更・取消ができなくなります。

必ず申込・変更受付期間内にお申し込みください。

●領収証が必要な方は、会員登録時に領収証発行にチェックを入れて宛名をご指定下さい。

＜申込・変更受付期間＞

～ 令和4年９月15日（木）

凡例：(練)(試)は提供日

https://box-lunch.tsp-taiyo.jp

QRコード

※種別によりお申込みできる日程・引換場所が異なります。

★練習日においては、すべて【引換場所②】佐野市運動公園清酒開華スタジアム（陸上競技場）での引換となります。

競 技 種 別 弁当引換場所

日 程

9/30(金) 10/1(土) 10/2(日) 10/3(月) 10/4(火) 10/5(水) 10/6(木)

ラグビー
フットボール

成年男子 【引換場所①】
佐野市運動公園
第１多目的球技場

又は

【引換場所②】
佐野市運動公園

清酒開華スタジアム（陸上競技場）

-
（練）
引換所②

（練）
引換所②

（試）
引換所①

（試）
引換所①

- -

女 子 - - -
（練）
引換所②

（練）
引換所②

（試）
引換所①

（試）
引換所①

少年男子
（練）
引換所②

（練）
引換所②

（練・試）
引換所②

（試）
引換所②

（練）
引換所②

（試）
引換所②

（試）
引換所②



①弁当の追加・変更・取消は、申込受付期間中のみとなります。
②各競技期間中の変更は試合結果（競技敗退）による取消に限らせていただきます。
また、敗退時の変更は選手・監督に限ります。
荒天等により競技が中止・順延になった場合も取消できません。

★試合結果（競技敗退）による取消につきましては、
試合進行に関わらず、引換日の前日17時30分までに
弁当申込システムの問合せメールに右記の内容を記載
または、競技会場の弁当引換所にて行っております。
なお、システム上での取消はできませんので予めご了承下さい。

【取消連絡メールアドレス】

kokutaisano@tsp-work.jp

※取消に関するお問合せは、下記連絡先までお願いいたします。

＜取消 メ ー ル例文＞

【4.弁当の追加・変更・取消について】

【5.弁当の引換について】

【6.弁当代金の清算方法】

【7.弁当の申込に関する問合せ先】

〈件名〉
競技敗退による弁当取消連絡

〈本文〉
競技名：ラグビー
種 別：成年男子
会場名：佐野市運動公園
都道府県：○○○○
責任者：佐野 次郎
取消希望日：10月4日（火）
取消個数：全個数（15個）

以上の取消をお願いします。

佐野市国体輸送・弁当センター
（申込受付・料金収受業務代行：ＴＳＰ太陽株式会社 栃木営業所）

TEL：０５０-８８８５－２１４４ ／ FAX：０５０－８８８５－０７８０
Eメールアドレス：kokutaisano@tsp-work.jp
受付時間：平日 9：30～17：30（土日祝日は休業） 但し、競技期間中は無休

①弁当申込システムにて会期終了後、10月12日より請求書が発行できます。
請求書に記載の振り込み先口座に代金をお振込み下さい。
★振込期限：10月12日～10月31日までとなります。
なお、振込手数料は、振込者様負担となります。
②領収書を希望される方は、弁当申込システム内にてお申込みください。
③領収書は、ご入金を確認したのち送付いたします。領収書の再発行はできません。
④請求書及び領収書は、申込受付・料金収受業務の代行を行う 「TSP太陽株式会社」名義での発行となります。

①携帯画面で「弁当引換券」を提示するか、各自で印刷した「弁当引換券」を必ずご持参ください。
②弁当の引換は、表面の 【1.昼食弁当の斡旋期間】 の表に記載の引換所で行います。
練習会場や宿舎などへの弁当配送はできません。
③引換時間は11時から13時30分までです。
★衛生上13時30分を過ぎてからの引換はできませんのでご注意ください。
なお、引換に来られなかった場合でも一切キャンセルすることはできません。
④弁当引換後は、消費期限（当日の14時）にかかわらず、お早目にお召し上がりください。
⑤宿舎等への弁当のお持ち帰りは、絶対に行わないでください。
⑥弁当のガラ等は、ごみ箱に捨てず14時30分までに弁当引換所にお持ちください。
なお、佐野市運動公園以外の練習会場で食事した際は、練習会場で弁当ガラを回収いたします。



【弁当メニュー】 ※写真はイメージとなります。
※食材等の仕入れ状況等により予告なくメニューを変更する場合がありますのでご了承願います。

●ご提供するお弁当にはアレルギー物質を含む原材料を使用しています。

ご提供するお弁当には、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ）の特定原材料を取り扱う工場及び

製造ラインを使用するほか、特定原材料の他、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルー

ツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンなど

アレルギーの原因となる原材料を使用しています。

イメージ① イメージ② イメージ③

イメージ④ イメージ⑤ イメージ⑥

イメージ⑦



第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」

佐野市開催競技【バレーボール（成年男子）】

弁当のしおり
第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」 バレーボール（成年男子）競技会に参加される

選手・監督、視察員等の皆様の昼食弁当を斡旋いたします。

下記の内容をご確認のうえ、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

【1.昼食弁当の斡旋期間】

競 技 種 別 会場（提供場所）
日 程

10/6
(木)

10/7
(金)

10/8
(土)

10/9
(日)

10/10
(月/祝)

バレーボール 成年男子
競技
会場

DAIKYOアリーナ佐野
（佐野市アリーナたぬま）

〇 〇 〇 〇 〇

凡例： 〇 提供日（場所）

＜申込の注意点＞

申込時に各自にてID・パスワードの取得をお願いいたします。

※取得された ID・パスワードはお忘れにならないようご注意ください。

●組み合せをよくご確認いただき、弁当引換時間等を考慮の上お申し込みください。

●申込締切日（9 月 15 日）を過ぎますと、申込・変更・取消ができなくなります。

必ず申込・変更受付期間内にお申し込みください。

●領収証が必要な方は、会員登録時に領収証発行にチェックを入れて宛名をご指定下さい。

＜申込・変更受付期間＞

令和4年８月20日（土）～９月15日（木）

★練習会場での提供（引換）はできません。 全日、DAIKYOアリーナ佐野（佐野市アリーナたぬま）での引換となります。

【2.昼食弁当代金】

【3.弁当申込方法】

１個 ９７２円（お茶付、消費税込み）

インターネットからのお申し込みとなります。
右記ホームページよりお申し込みください。

https://box-lunch.tsp-taiyo.jp

QRコード



①弁当の追加・変更・取消は、申込受付期間中のみとなります。
②各競技期間中の変更は試合結果（競技敗退）による取消に限らせていただきます。
また、敗退時の変更は選手・監督に限ります。
荒天等により競技が中止・順延になった場合も取消できません。

★試合結果（競技敗退）による取消につきましては、
試合進行に関わらず、引換日の前日17時30分までに
弁当申込システムの問合せメールに右記の内容を記載
または、競技会場の弁当引換所にて行っております。
なお、システム上での取消はできませんので予めご了承下さい。

【取消連絡メールアドレス】

kokutaisano@tsp-work.jp

※取消に関するお問合せは、下記連絡先までお願いいたします。

＜取消 メ ー ル例文＞

【4.弁当の追加・変更・取消について】

【5.弁当の引換について】

〈件名〉
競技敗退による弁当取消連絡

〈本文〉
競技名：バレーボール
種 別：成年男子
会場名：DAIKYOアリーナ佐野
都道府県：○○○○
責任者：佐野 次郎
取消希望日：10月9日（日）
取消個数：全個数（15個）

以上の取消をお願いします。

①携帯画面で「弁当引換券」を提示するか、各自で印刷した「弁当引換券」を必ずご持参ください。
②弁当の引換は、お申込いただいた競技会場（DAIKYOアリーナ佐野）に設置する弁当引換所にて行います。
なお、練習会場や宿舎などへの弁当配送はできません。
③引換時間は11時から13時30分までです。
★衛生上13時30分を過ぎてからの引換はできませんのでご注意ください。
なお、引換に来られなかった場合でも一切キャンセルすることはできません。
④弁当引換後は、消費期限（当日の14時）にかかわらず、お早目にお召し上がりください。
⑤宿舎等への弁当のお持ち帰りは、絶対に行わないでください。
⑥弁当のガラ等は、ごみ箱に捨てず14時30分までに弁当引換所にお持ちください。
なお、 練習会場で食事した際は、練習会場で弁当ガラを回収いたします。

【7.弁当の申込に関する問合せ先】

佐野市国体輸送・弁当センター
（申込受付・料金収受業務代行：ＴＳＰ太陽株式会社 栃木営業所）

TEL：０５０-８８８５－２１４４ ／ FAX：０５０－８８８５－０７８０
Eメールアドレス：kokutaisano@tsp-work.jp
受付時間：平日 9：30～17：30（土日祝日は休業） 但し、競技期間中は無休

【6.弁当代金の清算方法】

①弁当申込システムにて会期終了後、10月12日より請求書が発行できます。
請求書に記載の振り込み先口座に代金をお振込み下さい。
★振込期限：10月12日～10月31日までとなります。
なお、振込手数料は、振込者様負担となります。
②領収書を希望される方は、弁当申込システム内にてお申込みください。
③領収書は、ご入金を確認したのち送付いたします。領収書の再発行はできません。
④請求書及び領収書は、申込受付・料金収受業務の代行を行う 「TSP太陽株式会社」名義での発行となります。



【弁当メニュー】 ※写真はイメージとなります。
※食材等の仕入れ状況等により予告なくメニューを変更する場合がありますのでご了承願います。

イメージ①

●ご提供するお弁当にはアレルギー物質を含む原材料を使用しています。

ご提供するお弁当には、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ）の特定原材料を取り扱う工場及び

製造ラインを使用するほか、特定原材料の他、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルー

ツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンなど

アレルギーの原因となる原材料を使用しています。

イメージ② イメージ③

イメージ④ イメージ⑤


	0819_弁当のしおり（ラグビー）
	0818_弁当のしおり（バレーボール）

