
平成２６年度  全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会 

宿泊・お弁当のご案内 
 

拝啓  時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は弊社に格別のご高配を賜りまして誠に有難う 

ございます。さて、この平成２６年４月１日（火）～４月４日（金）に町田・多摩地区及び神奈川県内等にて開催

されます「第１９回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会（さくら大会）」の宿泊・昼食を斡旋させていた

だきますので、下記の通りご案内申し上げます。 

                                                                                              敬具 

  １，宿泊期日    

             平成２６年３月３１日（月）（大会前日）よりご希望にあわせましてご予約いたします。 

  ２，宿泊場所    

             別紙ご参照下さい 

  ３，ご昼食（お弁当） 

             「大会特製お弁当⇒１食８００円」 

内容・ボリュームとも皆様からのご意見も参考にして、吟味した内容のお弁当を 

大会期間中ご用意致します。 

内容について今回は数社の弁当会社よりサンプルを取り寄せ、試食・アンケートを実施して       

一番充実した内容のお弁当のみを厳選しました！！是非ご賞味ください。 

ボリュームについても満足サイズのＬサイズです。通常のコンビニなどのお弁当は 

Ｍサイズが基本です。また弁当のゴミも全て斡旋業者が回収いたします。 

       （各会場のゴミ処理の都合上、お弁当の持ち込みができません。事前のご注文をお願い致します。）  
                         

               

大会中のお弁当ご注文に関しては、弊社のみの取扱いとなります。ご協力をお願いします 
４，その他       

            保護者やその他応援の方の宿泊代、昼食代は生徒様と同額です。 

 

  ５，お申込み方法 

            別紙申込書に必要事項を記入の上、「ＪＴＢ全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会デスク」へ 

郵送またはファクシミリでお申込みください。 

申込書は宿泊・弁当 それぞれ別になっておりますのでご注意ください。 

  ６，お申込み締め切り 

                         ２月２１日（金） 18：00必着 
  ７，お申込み後のご案内 
       お申込み用紙到着後、随時請求書をお送りいたします。 

（宿泊をお申込みの場合は、決定宿泊ホテル名、地図を同封いたします。） 

             3/24(月)迄に下記銀行口座へお振込みください。 

       また、お振込は、学校名でお願い致します。  

             

      銀行名    ：みずほ銀行 支店名：十四号支店 

      口座種別・番号：普通 ０６９１０５３ 

      口座名    ：株式会社 JTBコーポレートセールス  

 

        ※3/19頃までに請求書が届かない場合は、「ＪＴＢ全国私立高等学校男女バレーボール 

選手権大会デスク」までお問い合わせください。 

※領収証をご希望の方は、申込書備考欄にその旨ご記入いただくか、後日ご連絡を下さい。  

             ※取消、不泊、人数変更等のご精算は後日させて頂きます。 

８，お申込み後の変更・取消のご案内 

① 変更・取消のご連絡は、所定の申込書（宿泊・弁当 変更取消用紙）にて必ずＦＡＸにてお知らせ下さい。 

電話での変更・取消はお受け致しかねますので予めご了承下さい。 

② お客様の都合で予約を取消しされる場合は、弊社旅行業約款に準じ取消料を申し受けます。 

取消料は弊社が営業日・営業時間内でＦＡＸいただいた着信日時を基準に発生しますのでご注意下さい。 

③  大会前日及び大会期間中の変更・取消は、体育館に駐在しますＪＴＢ係員に直接ご相談下さい。 

（係員が駐在しない時間帯もございますのでご注意ください） 

 

平 成 ２ ６ 年 １ 月 ３ １ 日 

(株 )ＪＴＢｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ ｾ ｰ ﾙ ｽ  

法 人 営 業 相 模 原 支 店 



９，お申込み･お問合せ先 

      ＜大会受付関連のお問い合わせ＞ 

           横浜創英中学・高等学校内   稲垣  勝二  〒221-0004  神奈川県横浜市神奈川区西大口２８ 

ＴＥＬ:０８０－８４３７－５８５８  ＦＡＸ:０４５－４２１－３１２５（学校） 

                                               

      ＜宿泊・弁当等の問い合わせ＞ 

           「ＪＴＢ全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会デスク」                                                          

〒170-0013  東京都豊島区東池袋３－２３－１４ダイハツ・ニッセイビル７階 

       ＪＴＢビジネスネットワーク内営業時間：月～金 09:30～17:30（休業日：土、日、祝祭日） 

ＴＥＬ：０３－５９４９－１３５３  ＦＡＸ：０３－５３９６－８１４１ 

※大会期間中は、体育館ロビーにＪＴＢの係員が駐在しており変更、取消、追加等の 

ご相談に対応させて頂きます。（係員が駐在しない時間帯もございますのご注意ください） 

宿泊施設一覧表 
宿泊施設名 

 

最寄駅 宿泊規模 料金(１泊２食税サ込) 
お１人様あたり 

備考欄 

ホテルラポール千寿閣 
相模原市南区上鶴間本町 3-11-8 

ＪＲ横浜線町田駅 

より徒歩３分 
３５名 １０，０００円 

人気ホテルです 

ﾊﾞｽ駐車場あり 

大型 2台・ﾏｲｸﾛ 3台 

ホテル町田ヴィラ 
東京都町田市森野１－２０－１０ 

ＪＲ横浜線町田駅 

より徒歩５分 
５０名 ９，３００円  

橋本パークホテル 
相模原市緑区橋本３－４－４ 

ＪＲ横浜線橋本駅 

より徒歩５分 
３０名 ８，０００円 

ﾊﾞｽ駐車場あり 

大型 1台(1500円) 

ﾎﾃﾙｳｨﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ相模原 
相模原市中央区上溝５－１－３０ 

ＪＲ相模線上溝駅より 

徒歩７分 
４０名 ８，０００円 

ﾊﾞｽ駐車場あり 

ﾏｲｸﾛ 3台 大型近隣 

ホテルルートイン相模原 
相模原市中央区上溝３９６０－１ 

ＪＲ相模線上溝駅より 

徒歩２５分 
５０名 ８，５００円 

ﾊﾞｽ駐車場あり 

（要相談） 

ホテルクラウンヒルズ相模原 
相模原市中央区相模原４－１－２ 

ＪＲ横浜線相模原駅よ

り徒歩２分 
４０名 ９，０００円 ﾊﾞｽ駐車場なし 

東横イン相模原駅前 
相模原市中央区相模原４－１－１６ 

ＪＲ横浜線相模原駅よ

り徒歩３分 
３０名 

７，５００円 

（食事なし） 
ﾊﾞｽ駐車場なし 

無料朝食ｻｰﾋﾞｽあり 

東横イン淵野辺駅南口 
相模原市中央区鹿沼台１－１４－６ 

ＪＲ横浜線淵野辺駅よ

り徒歩５分 
３０名 

７，０００円 

（食事なし） 

ﾊﾞｽ駐車場あり 

（要相談） 

無料朝食ｻｰﾋﾞｽあり 

ホテル・パストラール 
横浜市緑区鴨居１-９-１４ 

ＪＲ横浜線鴨居駅 

より徒歩２分 
５０名 １０，０００円 

人気ホテルです 

※近隣にﾊﾞｽ駐車場あり 

プラザホテル厚木 
厚木市栄町１－１－８ 

小田急本厚木駅 

より徒歩５分 
５０名 ９，５００円 

ﾊﾞｽ駐車場あり 

(要相談) 

東横イン大和駅前 
大和市中央４－１－２０ 

小田急本大和駅 

より徒歩１分 
３０名 

９，０００円 

（食事なし） 

ﾊﾞｽ駐車場なし 

無料朝食ｻｰﾋﾞｽあり 

ホテルビスタ海老名 
海老名市中央３－１－３ 

小田急線海老名駅 

より徒歩３分 
４０名 １０，０００円 

人気ホテルです 

ﾊﾞｽ駐車場要相談 

ホテル梶ヶ谷プラザ 
川崎市高津区下作延３－１４－２５ 

田園都市線梶ヶ谷駅 

より徒歩７分 
５０名 １０，０００円 

 

ﾊﾞｽ駐車場あり 

 

ホテルＫＳＰ 
川崎市高津区坂戸３－２－１ 

田園都市線溝の口駅 

よりｼｬﾄﾙﾊﾞｽ５分 
３０名 １０，０００円 

 

ﾊﾞｽ駐車場あり 

 

ホテルサーブ渋谷 
東京都目黒区大橋２－２４－４ 

田園都市線池尻大橋駅 

より徒歩０分 
２０名 １１，０００円 ﾊﾞｽ駐車場なし 

    注１：ご希望のホテル満室の場合は代案のホテルをご案内させていただきます。 

   注２：記載されていないホテルも空室が発生次第、併用してご案内させていただきます。 

     

 

 

 

 

     



ご旅行条件（要約） 

集型企画旅行契約 

この旅行は（株）ＪＴＢｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ（東京都新宿区西新宿 3－7－1 新宿ﾊﾟｰｸタワー

26 階 観光庁長官登録旅行業第１７６７号）、以下「当社」という）が企画・実施す

る旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅

行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、

別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書

面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

●旅行のお申し込み及び契約成立時期 

（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、ファクシミリにてお申し込み下さい。 

（2）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領した時に成立します。 

（3）お申込金（おひとり）…旅行代金全額 

●旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13 日目にあたる日より前（お申し込

みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。 

●旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に明示したサービス、宿泊費、食事代、及び消費税等（別紙参照）諸税これ

らの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしま

せん。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 

●取消料 

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取

消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって  

１．21日目にあたる日以前の解除 

  （日帰り旅行にあっては 11日目）無料 

２．20日目（日帰り旅行にあっては 10日目）にあたる日以降の解除 

（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％ 

●特別補償 

  当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募

集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ

偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以

下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 

・ 死亡補償金：１５００万円 

・ 入院見舞金：２～２０万円 

・ 通院見舞金：１～５万円 

・ 携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０

万円を限度とします。） 

●事故等のお申出について 

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等

旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情が

ある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 

●個人情報の取扱について 

（１） 当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報につ

いて、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただ

いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受

領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 

（２） 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個

人情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航

空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたしま

す。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までに

お申し出ください。 

●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は 2014 年 1 月 24 日を基準としています。又、旅行代金は 2014 年 1 月 24 日

現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

●掲載のプランは全て㈱JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ 法人営業相模原支店が企画実施する募集型企画旅行の個人型プランです。 

● 添乗員は同行致しません。旅行に必要な旅程表類をお渡しします 

● 所定の申込書に所定の事項を記入し、郵送またはファクシミリでお申込み下さい。 

● 各ホテルは一泊からお申込み頂けます 

● 申込み締切日 2014年 2月 21日（金） 

 
 

～旅行企画・実施～ 

株式会社 JTBコーポレートセールス 法人営業相模原支店 

観光庁長官登録旅行業第 1767 号 

日本旅行業協会正会員 

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 3-13-15 第三タカビル 3階 

（月～金 ９：３０～１７：３０） （定休日…土・日・祝日） 

総合旅行業務取扱管理者：山本  淳 

        担当者：若木  毅 

      

※  総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、 

担当者からの説明にご不明な点等ございましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

 

 


