第 20 回

関東中学生空手道選手権大会

宿泊要綱（募集型企画旅行）
宿泊の取り扱いは、株式会社ＪＴＢコーポレートセールス が旅行企画･実施する「募集型企画旅行」です。

第 20 回 関東中学生空手道選手権大会 のご宿泊につきまして、株式会社ＪＴＢコーポレートセールス
ツデスクが手配担当させていただきます。
詳細をご確認の上、お申込み、お問い合わせいただけますよう宜しくお願い申し上げます。

スポー

１．基本方針
第 20 回 関東中学生空手道選手権大会における宿泊の確保の万全を期すことを目的として次のように定めます。
①大会実行委員会の宿泊方針に従って実施します。
②この要項の適用対象者は（以下「大会参加者」
）は、今大会に参加する選手・監督・コーチとします。
③宿泊の取り扱いは 第 20 回 関東中学生空手道選手権大会 が委託した指定業者
「株式会社ＪＴＢコーポレートセールス スポーツデスク」（以下「配宿係」
）が担当します。
④大会参加者の宿泊施設の配宿は「配宿係」に一任されます。なお指定した宿舎の変更は原則として認めません。
変更によって生じた全ての紛議や損失は、任意に宿舎を変更した者がその責任を負うことになります。
２．取扱（適用）期間

平成２９年１０月１４日（土）～１５日（日）１泊
※但し、災害等特別な理由が生じた場合は別途考慮します。
３．宿泊のご案内（募集型企画旅行･最少催行人員 1 名様･添乗員同行なし）
宿泊に関しては土浦市、つくば市のビジネスホテルタイプの施設をご利用いただきます。
① 宿泊代金、部屋タイプについて：1 泊朝食付 ※基本シングルもしくはツイン対応となります
また各宿泊施設には部屋数や部屋タイプに限りがありますので、配宿にはご利用人数や申込日などを考慮
し、割り振りさせていただきます。
※税金・サービス料を含む一人当たりの金額です（ホテル一覧参照）
②ご旅程表
日次
宿泊のみ
食事
現地
10/14
自宅又は前泊地又は各地――――――――――――――――――――各ホテル（泊） ×／×／×
（土）
お客様負担
現地
10/15
（日）

各ホテル―――――――――――――――――――――――各地又は後泊地又は自宅

〇／×／×

お客様負担

※添乗員は同行いたしません。大会会場での対応となります。
③チェックイン・チェックアウト:チェックインは原則として 15 時以降、チェックアウトは 10 時以前とします。
（アーリーチェックイン、レイトチェックアウトについては追加料金が必要となる場合があります。
）
④朝食について：朝食は各ホテルにてお取りいただけます。
⑤食事の取消について：当日の欠食は、欠食扱い（控除）はいたしません。
⑥駐車場料金は普通車の場合、無料です。バスや大型ワゴンなどの中型車以上の車両をご利用の場合は以下と
なります。
ホテルマロウド筑波、ホテルアルファ・ザ・土浦→2,625 円、ダイワロイネットつくば→3,000 円、
チサンイン土浦阿見→無料（１台分のスペースのみ）
また、先着順となる為、満車時などご利用いただけない場合や近隣の提携駐車場をご利用いただく場合が
あります。その場合、料金が異なる場合がございます。

＜宿泊施設＞
ホテル名
1 ホテル
マロウド筑波

エリア
JR 土浦駅 徒歩 15 分

部屋タイプ
シングル・
ツイン

宿泊料金（1 泊、朝食付き）
シングル 8,800 円
ツイン
8,100 円

シングル・
ツイン・
トリプル
シングル・

シングル
ツイン
トリプル
シングル

シングル・

シングル 11,300 円

2

ホテル
アルファ・ザ・土浦

JR 土浦駅 徒歩 1 分

3

チサンイン土浦阿見

JR 土浦駅 車 15 分

4

ダイワロイネット
つくば

つくば エクスプレ ス
つくば駅 徒歩 1 分

7,800 円
7,000 円
6,800 円
8,400 円

※宿泊代金は、おひとり様あたりの料金（１泊、朝食付き）となります。定員以下でのご利用
の場合、追加料金が発生します。ご希望の方はお問い合わせくださいませ。
４．昼食弁当のご案内
大会当日の昼食弁当を事前のご注文によりご用意いたします。
■設定日：平成２９年１０月１５日（日）
■代金 ： ８００円（税込・お茶付）
※お弁当の申し込みは旅行契約には該当いたしません。とりまとめのみ JTB コーポレートセールスで行い、
注文および配布は本大会組織委員会より執り行います。
① 大会当日の受付はございません。必ず事前にお申込みください。
② 会場周辺には飲食施設が少ないため、お弁当の申込をお勧めいたします。
③ 個数変更・取消は、JTB コーポレートセールスへ FAX、又はメールにてご連絡ください。
④ 弁当配布は、大会当日、大会会場の「弁当引換所」にてお渡しいたします。
※当日のお弁当は、当日中に必ずお召し上がりください。また、保管には十分ご注意ください。
5．申込方法について
別紙申込用紙にご記入いただき、FAX、郵送にてお申込みください。
混乱を避けるため、お電話でのお申込みはお受け致しかねますので予めご了承ください。
申込先 株式会社ＪＴＢコーポレートセールス 新宿第四事業部 営業二課
第 20 回 関東中学生空手道選手権大会 配宿係宛
〒163-0454 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビルディング 54 階
FAX：03-5909-8677
担当：青山･鵜飼・美留町・小林
申込締切 平成 29 年 9 月８日（金）必着
営業時間 平日 9:30～17:30 土日祝は休業
５．お支払方法について
お申込み内容に基づきまして「配宿係」より宿泊ホテル名等を記載した予約確認書(宿泊)および請求書(入金案内
書)を 9 月１４日（木）を目安に発送させていただきます。代金につきましては確認書が届き次第、下記の口座へ
お振込みください。振込手数料はお客様負担にてお願い致します。
６．変更及び取消について
ご予約に関する照会、変更、取消のご連絡は上記「配宿係」までお願いします。変更・取消については FAX にて
お願いします。営業時間内に FAX いただきました時点で変更、取消成立となります。

７．領収書について
領収書をご希望の場合は、宿泊申込書の所定の欄にご記入ください。ご旅行代金のご入金が確認でき次第、領収
書を発行・送付いたします。
８．取消料について
申込後の変更・取消は、提出済の申込用紙に変更内容が分かる書式にて FAX またはメールにて、JTB コーポレー
トセールスへご連絡ください。トラブル防止のため、お電話での変更・取消の受付はいたしません。
ご予約内容の変更、取消される場合､または無断で利用されなかった場合は下記の取消料お申し受けますので、
ご了承ください。
宿

泊
旅行開始日の前日から起算

取消日

取消料
弁

２１日目に
あたる日まで

２０～８日前

７～２日前

旅行開始日
前日

旅行開始日
当日

無料

20%

30%

40%

50%

旅行開始後
または
無連絡不参加
100%

当

取消日

取消料

10/13(金)の 12:00 まで

無料

10/13(金)の 12:00 以降

100%

※取消料は、おひとり様当たりの金額です。
ご記入いただいた個人情報はお客様への連絡の為に利用致します。
尚、必要に応じて、関係する宿泊機関にも連絡先を提供することもございます。その場合、関係機関からお客様
へご連絡が入ることもございますので、予めご了承ください。

別紙、旅行条件書をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。

＜お問合せ先・申込先＞
〒163-0454 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビルディング 54 階
株式会社 JTB コーポレートセールス
TEL:03-5909-8676

新宿第四事業部

営業二課

FAX:03-5909-8677

E メール:k_aoyama999@bwt.jtb.jp
総合旅行業務取扱管理者：大神田 浩輔
スポーツデスク

担当：青山・鵜飼・美留町・小林

営業時間 平日 9:30～17:30（土日祝 休業）

宛て

国内募集型企画旅行ご旅行条件書（要約）
この書面は旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書及び同法第 12 条の 5 に定めるところの契約書面の一部となります。（お
申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、内容をご確認ください。）
■募集型企画旅行契約
この旅行は(株)ＪＴＢコーポレートセールス（以下、「当社」と言います）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（以下「旅行契約」と言います。）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、各プランに記載されている条件のほ
か、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表や予約確認書など）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。
■旅行のお申込みおよび契約成立について
申込書に必要事項を記入し、特定の期日までに旅行代金全額をお支払ください。旅行契約は当社が契約の締結を承諾しお申込金（本ツアーは
旅行代金全額となります）を受領した時点で契約が成立となります。
■旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレット（本書面）に明示した最少催行人数に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場
合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日前に当たる日（日帰り旅行は 3 日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅
行代金の全額をお返しします。
■旅行代金に含まれるもの
各プランに明示した宿泊費、食事料金、交通費、入場料及び消費税等諸税・サービス料及び添乗員同行費用が含まれます。（旅行日程に記載
のない交通費等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません）
■取消料
お客様は前に記載した取消料をお支払いただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、取消は当社の営業日、時間内にお願い
致します。
■免責事項
お客様が以下の理由により損害を受けられた場合は当社の賠償の責任を負いません。①天災地震、気象状況、暴動又はこれらのために生じ
る旅行日程の変更もしくは旅行中止。②運送機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行中止。③官公
署命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。④運送機関の遅延、不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更もし
くは目的地・滞在期間の短縮。
■特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、当社約款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、生命また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
いて補償金また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 名様につき～15 万円、ただし補償対象品 1 個あたり 10 万円を限度とします。）
■旅程保証
当社は当パンフレット（本書面）に記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第 29 条及び別表第 2）に掲げる重要な
変更が生じた場合は同条に定めるところにより変更補償金をお支払いします。
■添乗員等
【宿泊プラン】宿泊プランには添乗員は同行致しません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類や予約確認書面（請
求書や予約確認書）をご出発前にお渡し致しますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行って頂き
ます。
■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、パスポート番号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。
（3） その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に
関するお問い合せ窓口は次の部署になります。CSR 推進室 〒100－6051 東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング 12 階
Tel：03-5539-2803（受付時間 平日 9：30～17：30 e-mail:bwt_privacy@bwt.jtb.jp）
個人情報保護管理責任者：CSR 推進室長 http://www.kotorikyo.org/fairwind/contents/mark.html#02
この書面記載の旅行条件および旅行代金算出は２０１７年７ 月２０日を基準にしております。
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。この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点
がありましたらご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ね下さい。
JTB コーポレートセールス新宿第四事業部総合旅行業務取扱管理者： 大神田 浩輔
■国内旅行保険加入のすすめ
安心してご旅行していただくため、お客様自身で保険をおかけになることをおすすめいたします。

旅行企画・実施：（株）ＪＴＢコーポレートセールス 観光庁長官登録旅行業第 1767 号
（本社：東京都千代田区霞が関三丁目 2 番５号）
一般社団法人日本旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会会員

FAX:03-5909-8677
申込締切 ９月 ８日（金） まで

(株)ＪＴＢコーポレートセールス
スポーツデスク 担当：青山・鵜飼・小林・美留町
「第 20 回関東中学生空手道選手権大会」係 宛て

第 20 回 関東中学生空手道選手権大会 宿泊･昼食弁当 申込書
【申込代表者情報】
都道府県

フリガナ

フリガナ

チーム名
学校名

代表者名

〒

－

ＴＥＬ

書類送付先
(学校/自宅)

ＦＡＸ
携帯電話

【宿泊申込】
宿泊申込】
希望ホテルの申込記号

第１希望

第２希望

第３希望

各日程の宿泊人員をご記入ください。区分欄のその他には
各日程の宿泊人員をご記入ください。区分欄のその他には(
区分欄のその他には(小児･バス乗務員)
小児･バス乗務員)をご記入ください。
※部屋タイプ記号 1 人部屋⇒「
人部屋⇒「S」、2 人部屋⇒「
人部屋⇒「T」、3 人部屋⇒「
人部屋⇒「P」
宿泊日
希望部屋
お申込区分
10/14(土)
記入例
タイプ記号
宿泊ホテル記号
男子
2
生徒
女子
ホテル マロウド筑波
男性
1
引率教員
ホテル
女性
アルファ・ザ・土浦
男性
1
監督･コーチ
女性
チサンイン土浦阿見
男性
2
保護者
女性
2
ダイワロイネットつくば
男性
1
その他
(
)
女性
宿泊人員(合計)
9

【昼食弁当申込】
昼食弁当申込】

10/15(日)

お弁当
＠800

個

【ご来県交通手段につい
【ご来県交通手段について】該当手段に✔をご記入ください。(
該当手段に✔をご記入ください。(複数可)
複数可)
□鉄道(新幹線等) □航空 □高速バス
□貸切バス (大型

台 / 中型

初日宿舎到着予定時間

□自家用車

台 / マイクロ

台

□その他(

台)※駐車場の確保をお約束するものではありません。

10 月 14 日(土) 午前 ・ 午後

◆ご要望・ご連絡事項等がございましたら、ご記入ください。

)

時

分頃

A
B
C
D

