
平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度・・・・第第第第 68686868 回東日本回東日本回東日本回東日本ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会    ごごごご宿泊宿泊宿泊宿泊・・・・昼食弁当昼食弁当昼食弁当昼食弁当のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

今大会のご宿泊・昼食弁当などのお申込につきましては、トップツアー株式会社が担当させていただきま

す。下記、ご覧いただき、お早めにお申し込みいただきますようお願い申し上げます。 

 

◆大会スケジュール概要（7 会場にて同時に行われ、各会場 共通です） 

7 月 12 日（金） 練習日 14 時～17 時 

7 月 13 日（土） 開会式 8 時 30 分 競技開始 9 時 

7 月 14 日（日） 競技開始 9 時 表彰式：競技終了後  

    

1111．．．．大会会場近隣大会会場近隣大会会場近隣大会会場近隣のごのごのごのご宿泊宿泊宿泊宿泊とととと昼食弁当昼食弁当昼食弁当昼食弁当のごのごのごのご案内案内案内案内 

≪≪≪≪おおおお申込申込申込申込みみみみ方法方法方法方法≫≫≫≫ 

・ご宿泊、昼食弁当のお申込みは、別紙申込書にご記入の上、FAX にてお願い申し上げます。 

      おおおお申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日    6666 月月月月 14141414 日日日日（（（（金金金金））））        

・お申込み受付後、２週間後を目途に「回答・請求書・旅行条件書」をお申込代表者様宛にご返信い

たします。内容確認後、期日までにお振込みください。 

    

・・・・種別競技会場種別競技会場種別競技会場種別競技会場およびおよびおよびおよび宿泊地一覧宿泊地一覧宿泊地一覧宿泊地一覧 （宿泊代金などの詳細は次ページをご参照ください） 

 種別に 7 箇所のコートにて開催され、近隣に位置する宿泊施設をご用意いたしております。 

 

≪≪≪≪おおおお申込申込申込申込みみみみ・・・・おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先≫≫≫≫    

 

種別 競技会場 （TC＝テニスコート） 宿泊地 

一般男子 わかば TC，西公園 TC 

一般女子 県健康の森 TC 

シニア 45 男女 

シニア 70・75 男女（14 日のみ） 

福井市 
キララパーク TC 

福井市内 

成年男女 越前市 越前市中央公園 TC 越前市・鯖江市 

シニア 50・55・60・65 男 あわら市 金津トリムパーク TC あわら市・三国町 

シニア 50・55・60・65 女 石川県加賀市 加賀市運動公園 TC 石川県加賀市 

【旅行企画・実施】 トップツアートップツアートップツアートップツアー株式会社株式会社株式会社株式会社    スポーツスポーツスポーツスポーツ事業部事業部事業部事業部    

〒160-0023 東京都新宿区西新宿７丁目５番２５号 西新宿木村屋ビル 16 階  

TELTELTELTEL：：：：03030303----5348534853485348----2733273327332733        FAXFAXFAXFAX：：：：03030303----5348534853485348----2731273127312731     担当 ： 萩原 

営業時間 月～金 / 09:00～18:00 （土曜・日曜・祝祭日は休業） 

【お振込口座】 

銀行口座名 ： 三井住友銀行 東京第一支店 普通７５１５００１ 

口座名 ： トップツアー㈱ スポーツ事業部 

 

 



２２２２．．．．    宿泊施設一覧宿泊施設一覧宿泊施設一覧宿泊施設一覧およびおよびおよびおよび宿泊代金宿泊代金宿泊代金宿泊代金    

・宿泊代金の適用期間 ： 練習日の 7 月 12 日（金）より 14 日（日）宿泊の 3 泊に適用します。 

・宿泊はトップツアー㈱の募集型企画旅行になります。 

・宿泊代金は朝食付または夕食・朝食付のおひとり様１泊あたりのものです。ご宿泊料金には、室

料・記載の食事・税金・サービス料金・弊社企画料金が含まれています。 

・福井市内の宿泊ホテルからテニスコートへは、12 日～14 日の 3 日間シャトルバスを運行いたします。

シャトルバスご利用の方は、「シャトルバス利用」の記号（F１１または F２１）をご記入ください。 

・あわら市、三国町、加賀市に宿泊の場合、競技会場へは施設からの送迎が付いております。なお、

宿泊施設周辺に飲食施設が少ないため、夕食・朝食付きのプランもご案内いたしております。 

・シャトルバス、送迎車は、往路は最初の競技開始時刻に合わせ１便の運行、復路は午後、１時間か

ら１時間半おきに３便程度の運行を予定いたしております。 

・福井市内のホテル名（ホテルフジタ福井以外）、加賀市内のホテル名は、お申込後、調整の上、 

「回答・請求書」にてご回答いたします。 

・大浴場の有無、ならびに自家用車・レンタカーでお越しのお客様は、駐車場料金もご参照ください。 

宿泊地 ご宿泊ホテル 
客室タイプ 

食事条件 
会場への送迎 宿泊代金 

申込申込申込申込    

記号記号記号記号    
大浴場 

駐車場料金 

（1 日あたり） 

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス利用利用利用利用    11,000 円 ＦＦＦＦ１１１１１１１１    ホテルフジタホテルフジタホテルフジタホテルフジタ福井福井福井福井    

≪送迎シャトル発着施設≫ 

コートまで：シャトルバスで 10～30 分 

シングル 

朝食付 
シャトルバス利用無 8,500 円 ＦＦＦＦ１０１０１０１０    

なし 
有料 

（1200 円） 

シャトルバスシャトルバスシャトルバスシャトルバス利用利用利用利用    9,300 円 ＦＦＦＦ２１２１２１２１    福井市内福井市内福井市内福井市内ビジネスホテルビジネスホテルビジネスホテルビジネスホテル注 1） 

≪送迎シャトル発着施設≫ 

コートまで：シャトルバスで 10～30 分 

シングル 

朝食付 シャトルバス利用無 6,800 円 ＦＦＦＦ２０２０２０２０    

あり 

有料 

（500～1,050 円 

施設による） 

福井市内 

 

福井市内福井市内福井市内福井市内ビジネスホテルビジネスホテルビジネスホテルビジネスホテル注 2）  

 

シングル 

朝食付 

なし（各自） 

コートにより 10～30 分 
6,500 円 ＦＦＦＦ３０３０３０３０    あり 無料 

武生武生武生武生パレスホテルパレスホテルパレスホテルパレスホテル    なし（徒歩圏内） 7,500 円 ＥＥＥＥ４０４０４０４０    なし 有料（840 円） 越前市 

鯖江市 サバエシティーホテルサバエシティーホテルサバエシティーホテルサバエシティーホテル    

シングル 

朝食付 なし（車で 10 分） 6,500 円 ＥＥＥＥ５０５０５０５０    なし 無料 

朝食付 10,500 円 ＡＡＡＡ６０６０６０６０    あわら市 

三国町 

港港港港ののののホテルホテルホテルホテル（和室２名利用）    

 夕・朝食付 

送迎車付 

（20 分） 13,650 円 ＡＡＡＡ６１６１６１６１    
あり 無料 

朝食付 11,700 円 ＫＫＫＫ7777００００    
加賀市 

加賀市内加賀市内加賀市内加賀市内ホテルホテルホテルホテル 注 3） 

（ﾂｲﾝ 2 名利用） 夕・朝食付 

送迎車付 

（10 分） 15,900 円 ＫＫＫＫ７１７１７１７１    
あり 無料 

注１）のホテル ： フクイキャッスル、ホテルリバージュアケボノ、エースイン福井、福井パレスホテル、ルートイン福井駅前のいずれか 

注 2）のホテル ： 福井アカデミアホテル、ルートイン福井大和田のいずれか 

注 3）のホテル ： アパホテル加賀大聖寺駅前、ホテルアローレ（温泉露天風呂付）のいずれか 

※禁煙室をご希望の方は、申込書にご記入ください。（ご希望に添えない場合がございます） 

※添乗員は同行いたしません。お客様ご自身でチェックインをお願い申し上げます。 

※適用期間以外の宿泊および、種別の宿泊地以外の宿泊希望も申し受けます。 

 （例）成年男女（越前市）で、福井市内宿泊希望 など （申込書に希望地の記号をご記載ください） 



３３３３．．．．    昼食弁当昼食弁当昼食弁当昼食弁当のごのごのごのご案内案内案内案内    

・昼食弁当のお申し込み： 7 月 13 日（土）、１４日（日）の 2 日間でございます。    

・1 個 840 円（お茶付・税込）をご用意しております。 

・お弁当は、各競技会場にてお渡しいたします。会場周辺には食事施設が少ないため、ご宿泊とあ

わせて昼食弁当もお申し込みいただくことをおすすめいたします。 

・お弁当のみのお申込も可能です。 

（昼食弁当のお申込は、旅行契約ではございません。付帯サービスとして承ります。） 

 

４４４４．．．．    取消取消取消取消・・・・変更変更変更変更についてについてについてについて    

・お申込後の変更・取消につきましては、必ず FAX にてご連絡お願いいたします。お電話での取消・

変更は受付できません。 

・変更・取消によって生じた差額のご返金は、大会終了後、お客様の口座にお振込みいたします。 

別紙お申込書に、振込先の口座をご記入お願いいたします。 

・宿泊の取消日は、旅行開始日の前日から起算します（前日＝１日目 前々日＝2 日） 

＜取消料＞ 

 *変更・取消は当社が営業日・営業時間内に連絡を受付した日を基準といたします。 

種別/期間 ～8 日前まで 7 日前～前々日まで 前日 当日 不泊 

ごごごご宿泊宿泊宿泊宿泊    無料 宿泊代金の 30% 40% 50% 100% 

(注)ご宿泊については、ご宿泊当日12 時までに当社または宿泊施設に取消の連絡がない場合は、無連絡不参加とし

て取り扱い、100%の取消料がかかります。 

種別/期間 7 月 11 日まで 7 月 12 日以降 

昼食弁当昼食弁当昼食弁当昼食弁当    無料 1 食につき 100% 

 

 

 

 

 

【旅行条件＜要約＞】 

当ご案内書面の旅行は次の条件に基づきます。 

①募集型企画旅行契約 

この旅行はﾄｯﾌﾟﾂｱ-㈱スポーツ事業部全国営業推進室（東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿木村屋ビル 16Ｆ

観光庁長官登録旅行業第 38 号、以下｢当社｣といいます。）が企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募集

型企画旅行契約を締結することとなります。 

②旅行の申込及び旅行契約の成立 

この書面に記載した方法でお申込下さい。旅行契約は当社が契約を承諾し、旅行代金を受領した時に成立する

ものとします。 

③旅行代金のお支払い 

この書面に記載した期日までにお支払い下さい。 

④旅行代金に含まれるもの 

回答書＜確定書面＞に記載された宿泊費、食事代及びその消費税等諸税。 

⑤旅行代金に含まれないもの 

電話代・追加飲食代等個人的性質の諸費用等は含まれていません。 

*昼食弁当と交通の手配は今回の募集型企画旅行の契約には含みません。手配旅行契約となります。 

⑥取消料 

この書面に記載した表によります。 

⑦最少催行人員 1 名  

⑧添乗員：同行いたしません。 

⑨特別補償（下欄をご参照下さい。） 

この条件に定めのない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行の部）によります。ご希望の方は係員にご請求くださ

い。 

⑩この旅行条件は 2013 年 4 月 18 日現在を基準としております。 

【旅行企画・実施】 

トップツアトップツアトップツアトップツア－㈱－㈱－㈱－㈱スポーツスポーツスポーツスポーツ事業部事業部事業部事業部    全国営業推進室全国営業推進室全国営業推進室全国営業推進室    
観光庁長官登録旅行業第 38 号・一般社団法人日本旅行業協会正会員    

〒150-0002 東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿ビル 16Ｆ 

電話 03-5348-2730     FAX03-5348-2731                                 

営業時間 月～金 9:00～18:00 土・日曜・祝日は休業              

総合旅行業務取扱管理者 ： 秋月 隆志 

※この旅行の契約に際し、不明な点がありましたら上記管理者にご質問下さい。 

 

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。このご旅行の契約に関し、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記の

旅行業務取扱管理者におたずねください。 

 
 

承認番号 7088 

＜特別補償＞当社は特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中にその身体または荷物に被られた一定の損害について補償金および見舞金

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・携行品損害補償金旅行者 1名につき 15万円以内(1組または

1対は 10万円迄) 

 

別途お送りする詳しい旅行条件を説明した書面をご確認の上お振込手続をお願いします。 


