
　

謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

におきまして三重県・伊勢市で開催されますことを心からお慶び申し上げます。

大会に参加される皆様のご宿泊・お弁当の手配を弊社にてお手伝いさせていただくこととなりました。

大会参加に合わせて、伊勢神宮にも近く2016年には伊勢志摩サミットが開催された志摩など観光や食事を

お楽しみいただきますようよろしくお願い致します。

株式会社近畿日本ツーリスト中部　津支店

支店長　鋤柄　憲一

☆お申込み手続きのご案内（宿泊・弁当）

◆お申し込み方法

　▶別紙「申込書」に必要事項記入の上、下記あてFAX又は郵送にてお申込み下さい。

　▶お申込みは全てタイプ別の受付となります。ホテル名は指定できません。

　▶お申込みは各支部単位でお取りまとめの上お申し込み下さい。

　▶支部単位でまとまった配宿を優先致します。定員ベースでお部屋割りをさせていただきます。

（部屋タイプは指定できませんので予めご了承下さい。）

◆お申込み締切

　▶６月２４日（月）とさせていただきます。

　▶回答は受付順といたしますので、お早めにお申し込み下さい。

　▶非常に混雑することが予想されますので早目のお申込をお願いいたします。

　▶申し込み締め切り前にホテルが満室になった場合は、締め切りとさせていただく場合がございます。

◆申込受付・宿泊ホテル名回答・予約確認書・費用のお支払い

　▶締切後、郵送にて予約確認書をご返送いたします。

　　（ご希望のタイプが満員の場合は、代案にて他のタイプにて回答させていただく場合がございます）

　▶弊社指定の銀行口座まで指定の期日以内にお振込みをお願い致します。

＊入金確認がとれた時点で予約確定となります。

　▶振込手数料はお客様負担となりますので予めご了承下さい。

◆変更・取消

　▶お申込みの後、申込内容に変更が生じた場合、申込書「変更・取消欄」に内容をご記入いただき、FAX又は

　　郵送にてお送り下さい。（お電話でお受けすることはいたしかねます。）

◆取消料金

　　（旅行契約の解除日とは、下記の営業日・営業時間内に解除される旨をお申し出いただいた時を基準とします）

　【お申込書の送付・変更・取消の連絡先・受託販売】

総合旅行業務取扱管理者：北沢達成

FAX：06-6535-8648

営業日：営業時間：平日 10:00～17:00（土・日・祝日休業）

　

この度は「文部科学大臣杯　第62回小学生・中学生全国空手道選手権大会」が2019年8月3日（土）～４日(日）

　　　観光庁長官登録旅行業第2039号／一般社団法人日本旅行業協会正会員／ボンド保証会員／旅行業公正取引協議会会
員

「第62回小学生・中学生　全国空手道選手権大会」宿泊受付係

〒550-0013 大阪市西区新町1-16-1ｰ６F

全国空手道選手権大会

【宿泊・昼食お申込みのご案内】

TEL：050-3786-3315※お電話でのお申込はご遠慮ください。　

文部科学大臣杯　第62回小学生・中学生

大会期間：2019年８月３日（土）～４日（日）

株式会社近畿日本ツーリスト関西 トラベルサービスセンター西日本

※お取消し、ご変更の連絡が休業日・営業時間外の場合は、翌営業日の扱いとなりますので、予めご了承ください。

大会会場：三重県営サンアリーナ（三重県伊勢市）

　▶お申込みの後、お客様のご都合により取り消し（旅行契約の解除）をされる場合、別表の通りの取消料金を申し受けます。



☆．ご宿泊施設のご案内

◆出発日（宿泊設定日）：2019年　８/２（金）・８/３（土）・８/４（日） ◆添乗員：同行致しません。

◆旅行代金：１泊食事なし又は1泊2食付、サービス料、税金、企画料が含まれたお一人様の金額です。◆最少催行人員：　１名

◆行程

　　

ホテル・旅館①

ビジネスホテル②

ビジネスホテル③

ビジネスホテル④

志摩地区旅館・ホテル

＊1名1室利用の場合は３,000円ＵＰ

　

鳥羽地区旅館

二見地区旅館

▶ご利用希望日毎の記号を別紙申込書にご記入ください。（必ず複数のご希望をご記入下さい。）

▶原則として部屋タイプの指定はできません。

▶各宿泊施設別の中より大会会場に近い順で配宿いたします。

▶お部屋は全宿泊施設バストイレ付きです。

▶ご希望のホテルのいずれも確保できない場合、料金と場所のバランスを考慮し代案をご提示いたします。

▶各ホテルのご案内は予約確認書送付時に同封いたします。

☆取消料金のご案内
◆お申込みの後、お客様のご都合により取り消し（旅行契約の解除）をされる場合は下記の料率で取消料金を申し受けます。

◆ご変更、お取消いずれの場合も、メール又はＦＡＸにてのみ受付とさせていただきます。

　＊大会開催中の取消・変更の連絡先は後日お知らせ致します。

◆取消日とはあくまで営業時間内に受付完了した場合とさせていただきます。

【宿泊にかかる取消料金】

取消日

区分①  宿泊料金の20％

区分②  宿泊料金の30％

区分③  宿泊料金の40％

区分④  宿泊料金の50％

区分⑤  宿泊料金の100％

　＊当社の定める時刻（原則２０時）を過ぎてもご連絡なく到着されない場合、当社は無連絡不参加として取り扱います。

Ｇ

料金：大人1２,000円　　（１泊2食付、洋室又は和室２～５名１室利用、大人/小人同額）

　

 当日の２０時以降（ご旅行開始後・無連絡不参加）

＊8月3日（土）宿泊の場合は2,000円ＵＰ

＊8月3日（土）宿泊の場合は５,000円ＵＰ

 前日

 7日目から前々日まで

Ｅ

料金：大人1４,000円　　（１泊2食付、洋室又は和室２～４名１室利用、大人/小人同額）

Ｆ

料金：大人1５,000円　　（１泊2食付、洋室又は和室２～６名１室利用、大人/小人同額）

　

料金：大人９,000円　　（１泊食事なし、洋室１～３名１室利用、大人/小人同額）

　

Ｃ

料金：大人10,000円　　（１泊食事なし、洋室１～３名１室利用、大人/小人同額）

　

Ｄ

料金：大人11,000円　　（１泊食事なし、洋室１～３名１室利用、大人/小人同額）

　

申込記号

Ａ

宿泊施設条件

　

料金：大人8,000円（１泊食事なし、洋室又は和室１～３名１室利用、大人/小人同額）

　　宿泊施設　・・・（各自）・・・各地

８/３～８/４

３日目

１日目

２日目・３日目

４日目

行　　程

各地　・・・（各自）・・・・宿泊施設（各自でチェックイン）　（泊）

出発地又は前泊地・・・（各自）・・・宿泊施設（各自でチェックイン）（泊）

取消料金 旅行開始日から起算してさかのぼって

８/２～８/４

Ｂ

８/２～８/５

１日目

 当日の２０時まで

 20日目から8日目まで

２日目

ー

１日目

２日目

この時期のご宿泊に関しましては、週末のご宿泊であること、夏のレジャーシーズンであることから

宿泊施設のご案内に関して以下の注意事項をよくお読みいただき、ご理解とご協力をよろしくお願いしたいと存じます。



申込記号 地区名 申込記号 地区名

Ａ 志摩 Ｃ 津

Ａ 鳥羽 Ｄ 津

Ａ 松阪 Ｄ 津

Ａ 亀山 Ｅ 志摩

Ａ 亀山 Ｆ 鳥羽

Ａ 津 Ｆ 鳥羽

Ｂ 伊勢 F 鳥羽

Ｂ 伊勢 Ｇ 二見

Ｂ 松阪 Ｇ 伊勢

Ｂ 多気

Ｂ 津

Ｂ 津

Ｂ 津

Ｃ 伊勢

Ｃ 伊勢

Ｃ 伊勢

Ｃ 伊勢

Ｃ 鳥羽

Ｃ 志摩

☆お弁当のご案内【お弁当につきましては旅行以外の契約となります。】

ご利用日：２０１９年　８月3日（土）・８月４日（日）

お弁当（お茶付き）　１食　　1,100円（税込）
▶会場周辺は、食事をとれる施設がほとんどありません。お弁当のお申込をお勧めいたします。

▶1日分からお申込いただけます。

▶２日間メニューには配慮させていただきます。また、お茶はパックのお茶つきとさせていただきます。

▶お弁当は会場受付にて配付し、弁当殻は回収いたします。

▶当日の販売はいたしません。また、指定の弁当業者以外は会場にて販売することも出来ません。

弁当イメージ（幕の内弁当） 　

☆（お弁当）取消料金のご案内

◆お申込みの後、お客様のご都合により取り消をされる場合は、下記の料率で取消料金を申し受けます。

◆ご変更、お取消いずれの場合も、メール又はＦＡＸにてのみ受付とさせていただきます。

◆取消日とはあくまで営業時間内に受付完了した場合とさせていただきます。

【弁当にかかる取消料金】

取消日 取消料金

区分①  代金の２０％

区分②  代金の５０％

区分③  代金の100％

麻野館

千の杜

津都ホテル

錦海楼

 ７日目から2日目

 前日

宿泊機関リスト

宿泊機関名

ホテルルートイン亀山インター

フェニックスホテル

丸二ホテル伊勢

シーズン　イン　アミーゴス

伊勢パールピアホテル

開始日から起算してさかのぼって

 当日

宿泊機関名

エースイン松阪

ホテルルートイン第二亀山インター

ドーミーイン津

ホテルグランコート津西

ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ　伊勢志摩

ビジネスホテル羽根伊勢インター

鳥羽ビューホテル花真珠

簡保の宿　鳥羽

鳥羽グランドホテル

伊勢シティーホテル

伊勢シティーホテルアネックス

ホテルルートイン伊勢

ロードイン鳥羽

クインテッサホテル伊勢志摩

フレックスホテル

ホテルエコノ多気

ホテルルートイン久居インター

ホテルエコノ津駅前

久居グリーンホテル



☆交通のご案内

大会会場：三重県営サンアリーナ
　　　 住所：三重県伊勢市朝熊町字鴨谷４３８３－４

　　　　　　℡：０５９６－２２－７７００　　

（注１）　上記所要時間はあくまで概算となります。ホテルのそれぞれの立地により微妙に異なります。ご注意下さい。

（注２）　開催時期は海水浴シーズンと重なります。交通量が不確定な時期となることをご了承下さい。

 お早目のご出発をお心がけ下さい。

お車ご利用の場合

ご宿泊施設からの所要時間（概算）

亀山および

鈴鹿地区

三重県営サンアリーナ

津および

白山・久居地区
松阪・多気地区

伊勢・鳥羽・
二見地区 志摩地区

約80分 約60分 約50分 約15分 約50分



国内募集型企画旅行条件書（抜粋） 詳しい旅行条件を説明した書面をＷＥＢにてご確認の上お申し込み下さい。

1.募集型企画旅行約款

①この旅行は株式会社近畿日本ツーリスト中部（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画

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。この条件書に定めのない事項は当社募集型企画旅行業約款によります。当社募集型企画

旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。この書面は旅行業法第12条の４による旅行取引条件説明書面です。また、旅行契約が成立した

場合は、旅行業法12条の5により交付する契約書面の一部になります。

②当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」

という）の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申し込み
当杜所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申し込みいただきます。

3.申込金（各旅行代金とも旅行代金全額を申し受けることが可能です）
旅行代金 3万円未満 3万円以上6万円未満
お申込金 6,000円～旅行代金まで 12,000円～旅行代金まで

旅行契約は当杜が契約締結を承諾し申込金を受理した時に成立するものとします。
4.最少催行人員
最少催行人員に満たない場合は旅行を中止する場合がありますが、この場合は出発14日前（日帰り旅行は4日前）までにご連絡いたします。

5.旅行代金に含まれているもの
旅行日程に明示された以下のもの

（1）旅行日程に明示した運送機関(特に明示のない場合はエコノミ一クラス)の運賃・料金、食事料金、観光料金、宿泊料金（税、サービス料金を含む）。
（2）添乗員が同行する場合は、添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
6.上記5のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用及ぴそれに伴う税・サーピス料金、傷害・疾病に関する医療費、旅行条件に定めた宿泊施設の
部屋定員以下の部屋利用にかかる追加代金、希望者のみ参加するオプショナルツアー費用、自由行動中の諸費用など
7.取消料

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には、旅行代金に対して、お一人につき、ご案内の取消料をお支払いいただきます。
8.旅行内容･旅行代金の変更
天災地変、運送、宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送機関の運賃・料金の大幅な改定により旅行内容・

旅行代金を変更する場合があります。尚お客様のお申し出により旅行内容の変更がある場合は別途所要経費をいただきます。また運送・宿泊機関の
利用人員により旅行代金が異なる場合、お客様の都合で利用人員が変更になったときは旅行代金を変更することがあります。
9.特別補償

国内募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ外来の事故により、生命、身体又は荷物に
被られた一定の損害については、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

10.当社の責任
当社は故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償します。ただし、損害発生日から2年以内に当社に対して通知があった場合
に限ります。手荷物について生じた損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生日から15日以内に当社に対して通知があったときに限り、

旅行者1人15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。(注：天変地異、戦乱、暴動、運送、・宿泊機関の事故
・火災による旅行日程の変更・中止、運送機関の遅延、欠航、スケジュール変更、食中毒、自由行動中の事故、盗難、官公署の命令又は伝染病に
よる隔離は該当しません。）

11.お客様の責任
お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被った時にはお客様へ損害の賠償を申し受けます。
12.旅程保証当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。

13.確定書面の交付当社は旅行開始日の7日前までに最終日程表（確定書面）を交付致します。
14.その他
①当社はいかなる場合でも旅行の再実施は致しません。

②この旅行条件は、2019年4月1日現在を基準としております。また旅行代金は2019年4月1日現在有効なものとして公示されている航空運貨・
適用規則を基準として算出しています。

15.個人情報の取扱について
①当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの
連絡や運送･宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な

範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、お客さまのお名前および搭乗される航空便等に
係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。 お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに
同意いただくものとします。

②当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、当社グループ企業
および販売店と共同利用させていただきます。 当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。 住所、氏名
、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
③上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。

【旅行企画・実施】

観光庁長官登録旅行業第2038号 一般社団法人日本旅行業協会正会員

ボンド保証会員／旅行業公正取引協議会会員

担当店：株式会社近畿日本ツーリスト中部 津支店

総合旅行業務取扱管理者：鋤柄 憲一

住 所：三重県津市新町1-13-12 近鉄津新町駅ビル2階

担当者：大澤 岳夫

【お申込・お問合わせ先・受託販売】

観光庁長官登録旅行業第2039号／一般社団法人日本旅行業協会正会員

ボンド保証会員／旅行業公正取引協議会会員

株式会社近畿日本ツーリスト関西

トラベルサービスセンター西日本

〒550-0013 大阪市西区新町1-16-1-6F

TEL：０５０－３７８６－３３１５

FAX：０６－６５３５－８６４８

営業時間：平日10：00〜17：00（土・日・祝日は休業）

※お取消し、ご変更の連絡が休業日・営業時間外の場合は、

翌営業日の扱いとなりますので、予めご了承ください。

総合旅行業務取扱管理者：北沢達成
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