
第 59回東北ソフトテニス選手権大会 
第 20回東北６県対抗シニアソフトテニス大会 

～～宿泊・弁当のご案内～～ 
大会期間 2019年 5月 25日（土）～26日（日） 

 

 

「第 59回東北ソフトテニス選手権大会」「第 20回東北 6 県対抗シニアソフトテニス大会」が開催されますこと

を心よりお慶び申し上げます。 

このたび、各地から大会にご参加の皆様方のご宿泊・昼食の手配を弊社が担当させて頂くことになりました。 

下記の通りご案内申し上げますとともに、選手の皆様のご検討を心よりお祈り申し上げます。 

株式会社日本旅行東北 盛岡支店 

 
１．お申込みについて  
（１）宿泊・お弁当のお申込みは、別紙申込書に必要事項をご記入の上、下記まで FAXにてお送り下さい。 
 

送信先：FAX ０１９‐６２２－７９８７ 
 

【お申込み・お問合せ先】 
 
〈旅行企画・実施〉 

(株)日本旅行東北 盛岡支店 
観光長官登録旅行業第 1890号 日本旅行業協会正会員 
〒020-0024 岩手県盛岡市菜園 1-7-22 東京土地ビル 4階 
ＴＥＬ（０１９）６２４－５８２６ ＦＡＸ（０１９）６２２－７９７８ 
営業時間平日 9：30～17：30（土・日・祝日休業）  
総合旅行業務取扱管理者 柿沼 正人 
「第 59回東北ソフトテニス選手権大会」「第 20回東北 6県対抗シニアソフトテニス大会」 

担当：佐藤拓望、佐々木、高橋 
 

 
 
 
 

★申込締切日 2019年 5 月 13日（月） 17：00必着 

※早期のお申込みにご協力お願い致します。 

（２）お申込受付完了後、確定ホテルと金額をお申込責任者様宛に FAXにてご回答いたします。 

代金のお支払いは、送信いたします「請求書」をご確認の上、下記指定口座までお振込み下さい。 

・銀行名 岩手銀行 盛岡駅前支店  

・口座番号 （普通）２０５１７６３ 

・口座名  株式会社日本旅行東北 盛岡支店 

（※振込手数料はお客様負担となります。あらかじめご了承下さい） 

★ご入金締切 2019年 5 月 20日（月） 

      ※ご入金が指定期日より遅れる場合は、必ず事前にご一報ください。 

（３）ご送金後の変更・取消により返金が生じた場合は、大会終了後「日本旅行東北 盛岡支店」よりご指定の

口座に振り込みます。 

※大会期間中の返金は行いませんので、あらかじめご了承ください。 

（４）金融機関発行の「振込金受領書」以外に別途弊社領収書をご希望の際は、『領収書発行依頼書』をご記入

の上、請求金額確定後に FAXをお送りください。領収証は、大会当日お渡し致します。 

 

 

 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での責任者です。このご旅行の契約に関し、

担当者からの説明にご不明な点がございましたら遠慮なく、総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 



２．宿泊のご案内  （株式会社日本旅行東北盛岡支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です） 

（１）宿泊期間 2019年 5月 24日(金)、5月 25日(土) 2泊 

（２）宿泊対象者 選手・応援 

（３）宿泊地区 山形市内 

（４）旅行代金（宿泊プラン）について 

   シングル・ツインにてご用意しております。 

宿泊施設名 部屋タイプ 
ホテル

記号 
食事条件 

宿泊代（消費税込） 

5月 24日（金） 5月 25日（土） 

山形国際ホテル 

＊駐車場 1泊 700円 

朝食 6:30～ 

シングル A-1 
1泊朝食付 

（バイキング） 
8,000円 8,000円 

ツイン A-2 
1泊朝食付 

（バイキング） 
8,000円 8,000円 

ホテルルートイン山形駅前 

＊駐車場先着順 1泊 500円 

朝食 6:30～ 

シングル B-1 
1泊朝食付 

（バイキング） 
7,500円 8,200円 

ホテルアルファーワン山形 

＊駐車場 1泊 800円 
シングル C-1 食事なし 設定なし 5,000円 

※ご旅行代金（宿泊プラン）は、税金・サービス料・企画料金を含む 1名当たりの金額です。 

※最少催行人員 1名 ※添乗員は同行いたしません。 

※旅行代金に含まれるもの：➀宿泊代金 ➁食事代金（C－1を除く） 

※旅行代金に含まれないもの：上記以外は旅行代金に含まれませんが、宿泊に当たって通常必要となる個人的

性格の費用を例示します。 

➀飲食代・クリーニング代・電話代など ➁傷害、疾病に関する医療費 ➂任意の旅行傷害保険 

 

●申込用紙に、ホテル記号を第２希望までご記入ください。 

●ご案内する宿泊は上記のとおりといたします。大会期間中は大変混雑が予想されます。また各ホテルとも受

入人数に上限があるため、ご要望にお応えできない可能性もございます。あらかじめご了承ください。 

●配宿は、申込書受領後随時行います。ご希望に添えますよう最大限の努力は致しますが、ルーム数の都合に

より、希望以外へのご案内をさせていただくことがございますので、ご了承ください。 

●ホテルの設備（浴場・トイレ等）・備品（シャンプー・石鹸・歯ブラシ等）については、各自確認をお願い

します。 

●チェックインは午後 15 時 00 分以降、チェックアウトは午前 10 時 00 分までを原則とします。それ以前、

以降のご利用については追加料金となる場合があります。 

●ホテルの駐車場には限りがあります。駐車場をご利用の場合、ホテル決定後に各ホテル駐車場の状況をご自

身で確認をお願いいたします。尚、駐車料金が別途必要になる場合は、ご自身で精算をお願いいたします。 

●タクシー等ご利用希望の場合は、それぞれの宿泊施設にご依頼ください。 

●来県および大会会場までの計画輸送は行っておりません。各自ご対応願います。 

●上記基本食事条件においての食事の欠食控除の取り扱いはいたしません。 

●その他条件は、株式会社日本旅行東北 募集型企画旅行約款によります。 

 

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上、お申し込みください。 

 



３．昼食のご案内 （弁当の取り扱いは旅行契約には該当しません） 

 

＠７００円（税込） 

（１） ５月２５日(土)、２６日(日)の２日間、お弁当をご希望により準備いたします。 

なお、ご注文以外の当日販売は行いませんので必ず事前にお申し込みください。 

（２） 弁当の受取は、競技会場で指定された弁当引換所にて、申込者名をお申し付けください。 

また、受取時間につきましては、１１：００～１３：００の間にお願いいたします。 

（３） 弁当の空箱回収を行います。１４：３０までに弁当引換所へご持参ください。 

（４） 配付後はお早めにお召し上がりください。高温になる場所では保管しないようお願いいたします。 

（５） 会場周辺には食事施設がほとんどありませんので、事前にお弁当をお申込みされることをお勧め致し

ます。 

 

４．お申込書記入のお願い 

（１） 『新規・変更・取消』欄に必ず〇をお付けください。変更の際もその都度お願いいたします。 

（２） 今後宿泊等に関して緊急に連絡を取らせていただく場合がございますので、差し支えがなければ携帯電

話番号をご記入いただければ幸いです。 

（３） 『宿泊』は、ホテル記号（A-1,B-1 など）をご記入いただき、必ず左に第 1 希望、右に第２希望をご記

入ください。 

（４） 『氏名』欄には申込者すべての方の氏名・性別・参加区分(番号)をご記入ください。 

※１０名様以上の場合は、お手数ですが申込書をコピーの上ご記入ください。 

 

５．宿泊・昼食の変更・取消について 

（１）宿泊日前日までの変更取消は、最初の申込書(原本)に変更・取消内容をご記入の上、速やかに日本旅行東

北・盛岡支店まで FAXご連絡願います。 

電話による変更・取消は、原則としてお受けできませんのでご了承ください。 

（２）ご出発後の連絡は電話にてお受けします。また、大会期間中の変更・取消は受け付けておりませんので 

ご了承お願いいたします。 

（３）取消料は以下の通りです 

項目 取消の申出区分 取消料金 ５月２５日ご利用の場合 

 

 宿 

 泊 

宿泊日の４日前まで 無料 5月 21日まで 

宿泊日の３日前から２日前まで 旅行代金の２０％ 5月 22日～5月 23日 

宿泊日前日 旅行代金の３０％ 5月 24日 

宿泊日当日 旅行代金の１００％ 5月 25日 

昼 

食 

お渡しの２日前まで 無料 5月 23日 

お渡しの前日から当日 弁当代金の１００％ 5月 24日～5月 25日 

 

６．その他 

個人情報の取り扱いについて 

１．当社は、旅行申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利
用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。 

２．当社、当社のグループ企業である（株）日本旅行等および販売店が取り扱う商品、サービスに関する情 

報をお客様に提供させていただくことがあります。 

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。 



←必ず○を付けてください。

フリガナ フリガナ

フリガナ 電話

FAX

携帯

第一希望 第二希望

【備考欄】＊ご要望、ご質問等ございましたらご記入願います。

金融機関

支店名

口座番号

（フリガナ）

口座名義

※申込人員が上記欄で足りない場合は本紙をコピーの上ご利用願います。

TEL FAX
住所
担当

お申込先

個

所属団体名
申込
代表者

支店

宿泊

申込締切日：2019年5月13日（月）
FAX:０１９-６２２-７９８７まで

5/25（土）

佐藤拓望、佐々木、高橋

銀行

株式会社日本旅行東北　盛岡支店

〒020-0024　岩手県盛岡市菜園1-7-22　東京土地ビル4階

2

フリガナ

○

メールアドレス

5/25（土）氏名

ニホン　タロウ

性別 5/26（日）

　新規　　・　　変更　　・　　取消

住所
連絡先

　　　　県

都道府県

「第59回東北ソフトテニス選手権大会」並びに
「第20回東北6県対抗シニアソフトテニス大会」宿泊・弁当申込書

3

＠

1

4

6

5

〒

○男 A-1

8

日本　太郎

10

No

9

7

例

個名 名
合　　計

○

5/24（金）

019-624-5826 019-622-7987

ホテル記号

B-1

ご返金時振込先（必須）

お弁当

×


