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各位 

拝啓、時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

「第２４回全日本シニアソフトテニス選手権大会」が岡山で開催されるにあたり、

各地より多くの皆様がお越しになられますことを心より歓迎申し上げます。 

この度、大会に参加のされる皆様方への宿泊・弁当の手配を、（株）JTB 岡山支店

が担当させていただくことになりました。 

今大会の成功を心よりお祈りしますとともに、皆様方のお申込みをお待ちしており

ます。 

ご参加の方々におかれましては、以下の申し込み要綱をご一読の上、WEB からの

申し込み、又は別紙申込書に必要事項を明記しメールかＦＡＸにてご用命賜ります

ようお願い申し上げます。 

                                                            

敬具 

                                            

株式会社 JTB 岡山支店 

 

 

 

第２４回全日本シニアソフトテニス選手権大会 
宿泊・弁当のご案内 



2 
 

 

 

 

宿泊の取り扱いは、（株）JTB 岡山支店が企画・実施する「募集型企画旅行」です。 

●宿泊設定日 ： ２０２０年９月２５日（金）、２６日（土） 

●旅行代金（下欄掲示）：おひとり様あたり・１泊朝食付き・税金、サービ

ス料込み 

●催行最少人員：１名 

●添乗員：この旅行では添乗員は同行しません。お客様ご自身でのチェッ 

クインとなります。 

●第二希望までご記入ください。なお、先着順で承りますがご希望に添えない場合

は別途ご案内いたします。 

●宿泊地：岡山市内 

●禁煙ルーム、喫煙ルームのご確約はできません。 

                                                              
（単位 円） 

記号 
No. 宿泊施設名 部屋タイプ 

旅 行 代 金 

9 月 25 日(金) 9 月 26 日(土) 

Ａ ダイワロイネットホテル 
岡山 

シングル 15,300 18,300 

ツイン 11,300 13,300 

Ｂ 三井ガーデンホテル岡山 
シングル 10,420 12,620 
ツイン 9,320 10,420 

Ｃ 岡山ロイヤルホテル 
シングル 9,100 9,100 

ツイン 1 名利用 10,750 10,750 

Ｄ 岡山シティホテル桑田町 
シングル 7,800 7,800 
ツイン 6,370 6,370 

宿泊のご案内 
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Ｅ 岡山シティホテル厚生町 シングル 7,800 7,800 

Ｆ 岡山プラザホテル 
シングル 10,200 10,200 
ツイン 8,550 8,550 
ダブル 13,200 13,200 

Ｇ 岡山ワシントンホテルプラ
ザ シングル 9,500 9,500 

Ｈ ホテルエクセル岡山 シングル  
 ツイン 9,100 9,100 

Ｉ くれたけイン岡山 シングル 8,800 8,800 

Ｊ ホテルグランヴィア岡山 
シングル 16,800 20,100 
ツイン 13,500 16,800 

Ｋ ホテルエリアワン岡山 
シングル 8,900 8,900 
ツイン 6,900 6,900 

Ｌ ホテルメルパルク岡山 シングル 10,300 10,300 
Ｍ アパホテル岡山駅前 シングル 10,800 10,800 
Ｎ アークホテル シングル 12,400 12,400 

Ｏ 岡山国際ホテル 

シングル 11,700 11,700 
ツイン 7,600 7,600 

デラックス 
シングル 14,460 14,460 

Ｐ ＡＮＡクラウンプラザホテル
岡山 シングル 15,000 16,100 
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９月２６日（土）、２７日（日）の昼食時に各会場にてご提供いたします。 

各日１，０００円（税込・お茶付き） 

●９月２６日（土）の昼食時のご提供となります。 

１，０００円（税込・お茶付き） 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

●９月２７日（日）の昼食時のご提供となります。 

１，０００円（税込・お茶付き） 

 

 

 

 

 

 

 

  

※画像はイメージです。食材等が変更になる場合もあります。 

※大会当日、会場でのお申込みはお受けいたしませんので、予めご了承ください。 

※食後の空容器等のゴミはお渡し場所にて回収いたします。指定時間以降は回収が

できませんので、各自でお持ち帰りください。 

お弁当のご案内 

■味折小町 
岡山で⾧年愛され続けている人気の幕の内 
【メニュー】 

赤魚の白ごま焼き、きんぴらごぼう 
 鶏ごま南蛮漬け（大根生酢添え） 
 海老の天ぷら、蓮根磯辺揚げ（甘辛たれ） 
 牛肉のしぐれ煮 
 いかのチリソース和え、玉ねぎ炒め 
 厚焼き玉子 
 肉だんご、小松菜のお浸し 
 高野豆腐煮、椎茸煮、人参煮、いんげん 
 蒸し鶏と菜の花の中華クラゲ和え 
 さくら漬け（漬け物） 
 幕型白飯（240g）、小梅、黒ごま 

■八角祭弁当 
岡山名物「祭ずし」と多彩なおかずが一度に味わえる
お弁当 
【メニュー】 

岡山名物「祭ずし」 
 酢飯（150g）、錦糸玉子、海老酢漬け、 

ままかり酢漬け、酢蓮根 
 焼き穴子、あさり煮、おぼろ、紅生姜 
 さばの塩焼き、ごぼうの甘辛煮 
 鶏の山賊焼き 
 野菜かき揚げ（甘辛たれ） 
 がんも含め煮、高野豆腐煮、人参煮、いんげん 
 ひじきと野菜煮 
 きゅうり漬け（漬け物） 
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【申し込み方法について】 

下記 URL もしくは、「宿泊・お弁当申し込書」に必要事項をご記入いただき、

ＦＡＸ又はメールにてＪＴＢ岡山支店までお申し込みください。 

 

（WEB にてお申し込みの場合） 

下記 URL よりお申し込みください。 

＜お申込み専用サイト＞ 

 

https://secure.com-jtb.jp/24senior-softtennis/default.aspx 

 

（ファックスまたは、メールにてお申し込みの場合） 

申込書に代表者名、連絡先、代表者住所、お弁当の注文個数、希望す

るホテル（記号Ａ～Ｐ）の第 1 希望、第 2 希望、宿泊者名、宿泊日、

室タイプに〇印をご記入ください。 

 
 

お申し込み締め切り ： ２０２０年８月２５日（火） 
    

【宿泊施設のご決定について】 

サイトよりお申し込みの方は、決定通知後サイトよりご確認いただけます。

FAX もしくはメールにてお申し込みの方は、郵送にてお知らせします。 

宿泊・弁当申込み および支払方法 
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【ご清算について】 

お申込書の受理後、請求書、宿泊券を９月上旬までに送付いたします。  

内容をご確認の上、  ９月１１日（金）  までに指定口座へお振込

をお願いいたします。（※振込手数料はお客様負担とさせていただきます。） 

※大会当日の現地でのお支払いはお受けできません。必ず事前のご入金を 

お願いいたします。 

 

【追加・変更・取消のご案内】 

追加、変更、取消に関しては、申込書にその旨をご記入の上、ＦＡＸまた

はメールにてご連絡ください。 

ただし、弊社営業時間外のご連絡は翌営業日の受付扱いとさせていただき

ます。 

※サイトおよび電話での追加、変更、取消はお受けできません。 

 

 

●宿泊に関しまして宿泊取り消し発生日により下記取消料を申し受けます。 
 

キャンセル日 

旅行開始日の前日から 
起算してさかのぼって 前日 

当日キャ
ンセル、又
は無断連

絡 
15 日 
以前 

１４日 
以降 

７日 
以降 

取消料 無料 旅行代金 
２０％ 

旅行代金 
３０％ 

旅行代金 
40％ １００％ 

※宿泊連泊のお客様で、1 日目が無連絡・不泊の場合は 2 日目の予約も取
消させていただきます。 
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●お弁当に関しまして取り消し発生日により下記取消料を申し受けます。  

キャンセル日 お渡しの４日前まで ３日前～前日 当日 

取消料 無料 ５０％ 100％ 
※お弁当の手配は旅行契約ではございません。手配先との取り決めにより
上記の取消料を適用させていただきます。 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

旅行条件書（要約）お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご確認いただき、事前に内容をご確認の上お申込み下さい。 
 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は（株）ＪＴＢ（東京都品川区東品川 2-3-1 観光庁長官登録旅

行業第 64 号。以下「当社」という）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」とい

う）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途ご

確認いただく旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称す

る確定書面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。 

●旅行のお申し込み及び契約成立時期 

（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 

（２）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成

立するものとします。但し、本契約に関しましては、後日送付する請求書に

基づく旅行代金のお振込が完了した時点で、旅行契約が成立したものとし

ます。 

●旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって１３日目にあたる日より前

（もしくは当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当

社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代

金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合の

カード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたし

ます。 

●旅行代金に含まれるもの 

各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない

かぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税。これらの費

用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたし

ません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含み

ません。） 

 

 

 

（１）契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発

信したとき（ｅ－ｍail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客

様の到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」

等を通知して頂きます。 

（２）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができ

ない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申

し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金

のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 

●個人情報の取扱いについて 

お送りいただきましたお客様の個人情報は、お客様との連絡、旅行の手配

に必要な範囲での宿泊施設及び手配代行者、大会主催者・事務局へ提供

を行います。それ以外の目的では使用しません。 

●国内旅行保険への加入について 

旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることが

あります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が

大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺

障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入す

ることをお勧めします。詳細については、お問合せください。 

●事故等のお申出について 

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運

送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個所にご通知くださ

い。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知

ください。） 

●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は２０２０年５月 13 日現在を基準としています。又、旅行代金

は２０２０年５月１３日現在の有効な運賃・規則を基準として算出していま

す。 

株式会社ＪＴＢ岡山支店 
第２４回全日本シニアソフトテニス選手権大会係   
担当：杉本・高橋・松田恵子 
ＴＥＬ：０８６-２３１-９３７０  
ＦＡＸ：０８６-２２３-７７５９ 
Ｅ-ｍａｉｌ：ec_okayama@jtb.com 
 
〒７００-０８２２ 岡山市北区表町１-７-３６ ３階 
営業時間：平日９時３０分～１７時３０分（土日祝日休業） 
総合旅行業務取扱管理者：貝原 宜治 
※総合旅行取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所でも取引の責任者で
す。 
この旅行の契約に関し担当者からの説明に不明点がありましたらご遠慮なく上
記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

○承 AFH2000160 

旅行企画・実施 

株式会社ＪＴＢ岡山支店 

観光庁長官登録旅行業第 64 号 

日本旅行業協会正会員 

岡山市北区表町 1-7-36 

 


