平成 28 年度

第 22 回 全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会
【宿泊・昼食弁当

申込要項】

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。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。
平成２９年３月２１日（火）～３月２４（金）に町田・多摩地区及び神奈川県内等にて開催されます「平成 28 年度
第 22 回全国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・昼食弁当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・昼食弁当の手配斡旋について
(1)今大会の宿泊・昼食弁当については、近畿日本ツーリスト株式会社県央町田支店が手配斡旋いたします。
(2)この要項の対象者は今大会に参加する選手（応援・マネージャー含）
・監督（引率教員・コーチ）
・バス乗務員とします。

２．宿泊期日
平成２９年３月２０日（月）
【大会前日】よりご希望に合わせてご予約致します。

３．昼食弁当について
(1)取扱期日：平成２９年３月２１日（火）
・３月２２日（水）・３月２３日（木）
・３月２４日（金）の４日間
(2)弁当代金：８００円（税込）
内容・ボリュームとも今大会実行委員会による試食・アンケートを実施して一番充実したお弁当のみ厳選しております。
お弁当のゴミ処理も全て斡旋業者が回収致します。
各会場ともゴミ処理関係上、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。
なお、当日の販売はございません。

大会期間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。ご協力をお願い致します
４．申込方法について
(1)所定の申込用紙に必要事項を記入し、
「近畿日本ツーリスト株式会社 平成 28 年度 第 22 回全国私立高等学校男女バレーボール選
手権大会デスク」に、ＦＡＸでお申込下さい。 ＦＡＸ:０３－６７３０－３２３０
(2)領収証をご希望の場合、別紙の『宿泊代金等領収証発行依頼書』にご記入の上、ＦＡＸまたはＥメールでお申込下さい。
後日、ご指定先にご郵送させて頂きます。
(3)宿泊お申込の際は、別紙の宿泊名簿も合わせてお願い致します。

５．申込期限

平成２９年２月７日(火)

１７：００必着

６．宿泊ホテルの決定及び宿泊代金・弁当代金のお支払いについて
(1)宿泊ホテルの決定については、申込締切後に人員・交通手段等を考慮し決定致します。
(2)配宿終了次第、各学校の連絡責任者様宛に「宿泊ホテル決定通知書及び代金請求書」を送付します。
（２月２７日以降発送予定）
(3)宿泊代金等については、上記送付書類に明記の指定口座に期日（３月１０日まで）にお振り込みください。

７．人員の変更・取消について
(1)お客様の都合による取消・変更につきましてはお一人様につき、別紙の取消料を申し受けます。
取消・変更のお申し込みは必ずＦＡＸにて営業時間内にご連絡下さい。
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)宿泊・昼食弁当の取消料
別紙取消料をご参照下さい。
手配先との取り決めにより、宿泊と弁当で取消料設定が異なりますので、ご注意下さい。

旅行企画・実施
近畿日本ツーリスト株式会社 県央町田支店
「平成 28 年度 第 22 回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会」係
〒194-0022 東京都町田市森野１－７－２３ 三井生命町田ビル２階
営業時間 (月)～(金) 9：30～17：00
※土日・祝日はお休み
担当窓口 三好貴士
総合旅行業務取扱管理者：川口公之
※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責任者です。このご旅行の契約等に関し、担当者からの
説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。

ご旅行の要約
●募集型企画旅行契約
この旅行は近畿日本ツーリスト株式会社（以下「当社」といいます。）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を締結させていただきます。宿泊等の申込書をご提出いただいたあとに、
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認ください。また、契約の内容・条件とは各プラン
に記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面および当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
申込書に所定の事項を記入し、所定の期日までに旅行代金全額をお支払いください。
旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。
●旅行代金に含まれるもの
各プランに明示した宿泊代、食事代、企画料金及び消費税等諸税。
●旅行条件・旅行代金の基準日
この旅行条件は、平成２８年１２月末日を基準としています。また、旅行代金は平成２８年１２月末日現在の
有効な宿泊料金を基準としています。
●取消料（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）
取消日
21 日目にあたる日以前の場合
20 日目にあたる日以降の場合
７日目にあたる日以降の場合
前日の場合
当日の場合
旅行開始後の取消・無連絡取消の場合

宿泊プラン

昼食弁当

無料

無料

旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
旅行代金の 100％

全額

個人情報の取り扱いについて
当社および販売店は、お申し込みの際にご提出いただいた個人情報を、お客様との連絡のためや、輸送・宿泊機関等の提供するサー
ビスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者にご提供致します。また、
大会主催者事務局に提供致します。
ご提出いただいた個人情報をそれ以外の目的では利用いたしません。

お申込み・お問い合わせについて

･･････････お申し込み締切日･･････････

※お電話・ＦＡＸにて下記までご連絡ください。
企画旅行
実
施

近畿日本ツーリスト株式会社
トラベルサービスセンター東日本

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-14-24 西新宿 KF ビル 3 階

｢平成 28 年度 第 22 回全国私立高等学校
男女バレーボール選手権大会｣係
営業時間

月～金曜日

10:00～17:00

（土･日･祝日：休業）

代

表

電

話

０５７０―０６４－２０５
ご利用時間：月～金

１０：００～１７：００

ＦＡＸ：０３－６７３０－３２３０
※お申込は、ＦＡＸにてトラベルサービス
センターへお送りください

総合旅行業務取扱管理者：伊藤 義彦・小室 智恵子

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に関する責任者です。
この旅行契約に関してご不明な点があればご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

宿泊施設一覧表
宿泊施設名

ベストウェスタンレンブラントホテル
東京町田（旧 ホテル ザ・エルシィ町田）

宿泊費（1 泊 2 食税サ込）
お一人様当たり

１２，０００円

〒194-0013 東京都町田市原町田 3‐2‐9

ホテルラポール千寿閣
〒252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町 3-11-8

１１，０００円

ホテル町田ヴィラ
〒194-0022 東京都町田市森野 1-20-10

相模原第一ホテル

１０，５００円

ＡＮＮＥＸ

〒252-0344 神奈川県相模原市南区古渕 3-9-8

東横インＪR 横浜線相模原駅前
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原 4-1-16

ホテルルートイン海老名駅前
〒243-0436 神奈川県海老名市扇町 14-5

バス駐車場なし

２０名

バス駐車場あり
（要相談）

５０名

バス駐車場なし

JR 相模線「上溝駅」
徒歩 7 分

２４名

バス駐車場あり
（要相談）

９，５００円

JR 相模線「上溝駅」
徒歩 25 分

３０名

バス駐車場あり
（要相談）

７，０００円
（食事なし）

ＪＲ横浜線「相模原駅」
徒歩 1 分

３０名

バス駐車場なし
朝食無料サービス

９，０００円

Ｊ Ｒ 横 浜 線 ・京 王 線
「橋本駅」徒歩 5 分

３０名

バス駐車場あり
（要相談）

５０名

バス駐車場あり
（要相談）

徒歩 5 分
JR 相模線「海老名駅」
徒歩 3 分

３０名

バス駐車場あり
（要相談）

小田急線「本厚木駅」
徒歩 5 分

５０名

バス駐車場あり
（要相談）

東急田園都市線・大井町
線「溝野口駅」シャトル

３０名

バス駐車場あり
（要相談）

小田急・相鉄「海老名駅」

１１，０００円

徒歩 3 分
JR 相模線「海老名駅」
徒歩 5 分
小田急・相鉄「海老名駅」

９，０００円
（1 泊朝食対応）

９，５００円

ホテルＫＳＰ
〒243-0018 神奈川県厚木市中町 3-14-14

３０名

８，５００円

プラザホテル厚木
〒243-0017 神奈川県厚木市栄町 1-1-8

小田急線「町田駅」
徒歩７分
ＪＲ横浜線「町田駅」
徒歩 5 分
小田急線「町田駅」
徒歩 4 分
JR 横浜線「町田駅」
徒歩 7 分

備考欄

バス駐車場あり
（要相談）

ホテルビスタ海老名
〒243-0432 神奈川県海老名市中央 3-1-3

ＪＲ横浜線「町田駅」
徒歩 2 分
小田急線「町田駅」
徒歩 8 分

宿泊規模

３０名

橋本パークホテル
〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 3-4-4

駅

ＪＲ横浜線「古淵駅」
徒歩 2 分

ホテルルートイン相模原
〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝 3960-1

寄

１０，０００円

ホテルウィングインターナショナル相模原
〒252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝 5-1-30

最

１２，０００円

バス 5 分

(1)申込用紙にご希望のホテル名をご記入下さい。第３希望までご記入いただきます様にお願い致します。
なお、部屋タイプを指定することはできません。
(2)上記宿泊代金には、食事代（夕食・朝食）
、サービス料金、消費税、及び法令で定める企画料金が含まれます。
なお、一部宿泊施設は食事なし（東横イン JR 横浜線相模原駅前は朝食無料サービス 軽食：おにぎり等）のご提供となります。
(3)希望が集中した場合には、代案のホテルをご案内させていただきます。
(4)記載されていないホテルをご案内する事もございます。
(5)申し込み人員や配宿の都合上、複数の都県の学校が同じ宿泊施設になる場合がございます。
(6)夕朝食の欠食扱いはいたしません。
(7) ホテルによりバス駐車場有無が異なりますが、バス駐車場はお客様から各ホテルへ直接予約（先着順）となります。
バス駐車場が無い宿泊施設の場合、バス乗務員様は利用ホテルと試合会場の間のご移動には「公共の交通機関」をご利用いただくか
お客様自身でバス駐車場を確保してください。
(8)今大会に関する宿泊の申し込みは「募集型企画旅行」です。最少催行人員は１名で、添乗員は同行いたしません。

