第７６回西日本ソフトテニス選手権大会
ご宿泊・昼食弁当のご案内
皆様方におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
この度は「第７６回西日本ソフトテニス選手権大会」が三重県において開催されますことを心よりお祝い申し上げます。ご
参加の皆様方が、ご滞在中に快適にお過ごしいただけますよう私ども名鉄観光サービス㈱津支店がご宿泊等のお手伝いを
させていただくことになりました。大会のご成功をお祈りし皆様のご来県とお申込を心よりお待ち申し上げます。
1．取扱（適用）期間／宿泊期間
2022 年 7 月 8 日（金）・9 日（土）の宿泊のご希望を承ります。
※ご希望をいただいた場合には 7 月 10 日（日）のご宿泊予約も承ります。
2．宿泊について「募集型企画旅行契約」
（1）旅行代金について ※最少催行人員 1 名・添乗員は同行いたしません。
※旅行代金は、宿泊・税金・サービス料・企画料金等を含む 1 名当りの 1 泊朝食付又は 1 泊 2 食付の金額です。
宿泊施設

番号

食事条件

客室定員

A-①

1 泊朝食

シングル（1 名利用）

旅行代金【税込】

食事内容

その他

10,500 円
朝食：ビュッフェ

スポーツガーデン

Ａ-②

1泊2食

シングル（1 名利用）

Mie Spo Inn

Ａ-③

1 泊朝食

ツイン（2 名利用）

9,500 円

Ａ-④

1泊2食

ツイン（2 名利用）

11,000 円

ホテルグリーンパーク

B-①

1 泊朝食

シングル（1 名利用）

10,000 円

鈴鹿

B-②

1泊2食

シングル（1 名利用）

12,000 円

C-①

1 泊朝食

シングル（1 名利用）

9,500 円

D‐①

1 泊朝食

シングル（1 名利用）

9,000 円

白子

D-②

1泊2食

シングル（1 名利用）

11,000 円

ストーリアホテル

D-③

1 泊朝食

ツイン（2 名利用）

7,500 円

D-④

1泊2食

ツイン（2 名利用）

9,500 円

E-①

1 泊朝食

シングル（1 名利用）

8,500 円

F-①

1 泊朝食

シングル（1 名利用）

8,500 円

G-①

1 泊朝食

シングル（1 名利用）

7,500 円

H-①

1 泊朝食

シングル（1 名利用）

7,500 円

ホテルルートイン
鈴鹿

鈴鹿
ストーリアホテル
コンフォートホテル
鈴鹿
ホテルキャッスルイン
鈴鹿
ホテルキャッスルイン
鈴鹿中央

12,000 円

夕食：ビュッフェ

会場①の敷地内
会場②まで車で約 25 分

朝食：セットメニュー

会場①まで車で約 20 分

夕食：セットメニュー

会場②まで車で約 5 分

朝食：ビュッフェ

会場①まで車で約 20 分

夕食：×

会場②まで車で約 20 分

朝食：ビュッフェ
夕食：ビュッフェ又は
弁当又は食事券

会場①まで車で約 20 分
会場②まで車で約 3 分

※夕食ビュッフェはご利用
者が 10 名以上の場合

朝食：ビュッフェ

会場①まで車で約 20 分

夕食：×

会場②まで車で約 20 分

朝食：ビュッフェ

会場①まで車で約 20 分

夕食：×

会場②まで車で約 3 分

朝食：セットメニュー

会場①まで車で約 20 分

夕食：×

会場①まで車で約 20 分

朝食：セットメニュー

会場まで車で約 20 分

夕食：×

会場②まで車で約 20 分

※食事内容は、コロナウィルスの感染状況により変更になる場合があります。
※会場① 三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿テニスコート 会場② 鈴鹿市立テニスコート

（2）配宿について
各ホテルとも客室の確保をしておりますが、ご希望に添えない場合がございます。
他の参加チームと同じ宿舎となる場合もございますので、予めご了承ください。
（3）お部屋タイプについて
シングルルーム数に限りがある宿泊施設や、全てがシングルルームの宿泊施設がありますので、ご要望に添えない場
合もございます。
ツイン・トリプルルーム使用の場合、エキストラベッド対応になる場合がございます。
喫煙・禁煙のご希望も添えない場合がございます。（喫煙部屋は消臭対応をいたします）
（4）食事について
朝食は施設ごとに開始時間が違いますので、最終の御案内にてご確認ください。
（5）欠食控除について
朝食の欠食については、お取り扱いいたしませんのでご注意ください。
（6）駐車場について
宿泊施設には乗用車の常設駐車場（無料）がありますが、満車の場合または近隣駐車場にて有料となる場合
があります。
また、貸切バス・マイクロバスなどの駐車場はホテルから離れる場合がありますが、その際の乗務員の交通費は
お客様負担となります。宿舎決定後に各宿舎へ直接お問い合わせください。
（7）早着・遅着の取扱いについて
チェックインは15：00以降、チェックアウトは10：00以前を原則とします。
それ以前・以降の場合は追加料金がかかる場合があります。
行

程

【■最少催行人員/各１名

食事

■添乗員/同行いたしません】

出発日

自宅又は学校等 === ≪各自≫ === 競技会場 === ≪各自≫ === 宿泊地
（泊）

朝× 昼× 夕〇又は×

滞在日

宿泊地 === ≪各自≫ === 競技会場 === ≪各自≫ === 宿泊地（泊）

朝○ 昼× 夕〇又は×

帰着日

宿泊地 === ≪各自≫ === 競技会場 === ≪各自≫ === 自宅又は学校等

朝○ 昼× 夕×

3．昼食弁当について「旅行契約ではありません」
（1）取扱期間 2022年7月9日（土）・7月10日（日）
（2）代 金 お弁当1食（お茶付き） ＠900円（税込）
※
※
※
※
※
※
※

弁当のお申し込みは、事前申し込みのみ承ります。(当日販売はいたしません)
弁当の引き換えは、11：00～14：00の間に大会会場内の指定弁当引換所にて行います。
食中毒防止の為、弁当受け取り後１時間以内に必ずお召し上がりください。
弁当の空き箱回収を行います。空き箱は引換所に15：00までにお持ちください。
会場付近には食事施設・買い物施設が限られますので、お弁当のお申し込みをお勧めします。
食中毒防止のため受け取りに来られないお弁当につきましては14：00をもって廃棄いたします。
取消料規定が宿泊プランと異なりますのでご注意ください。

4．お申込みのご案内
（1）お申込み方法
所定のお申込書にご希望のホテル番号等必要事項をご記入のうえ、FAX又はEメールにて
「名鉄観光大会デスク」宛にお申し込みください。
尚、原則として電話でのお申し込みはお受けいたしませんので、必ず書面にてお願いいたします。
※申込書・名簿の記入用データをご希望の方は、下記アドレスへEメールにてご依頼ください。

ＦＡＸ ： 059－225－7633 名鉄観光サービス（株）津支店
Ｅ-mail : ｔｓｕ＠ｍｗｔ.ｃｏ.ｊｐ（全て半角）
（2）申し込み締め切りについて
申し込み締め切りは、2022年6月3日（金）17：00とします。
（3）宿泊・弁当の回答確認書発送について
2022年6月17日（金）までに、申込代表者様（書類送付先）宛に、「回答書」・「請求書」
（FAX 又はＥメール・郵送のいずれか）を送付いたします。
※万一期日までに書類が届かない場合は恐れ入りますが、ご連絡をいただきますようお願いいたします。
（4）お支払いについて
2022年6月30日（木）までに、弊社指定口座へお振り込みください。
振込手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます。（指定口座は確認書類送付時にご案内いたします。）
（5）領収証について
回答確認書類送付時に「領収証発行連絡用紙」を送付いたします。必要事項をご記入の上で、FAX又は
Ｅメールにてご連絡ください。
ご依頼いただきました領収書は、大会終了後ご指定の送付先にお送りいたします。
（6）返金について
振込後、変更・取消などにより返金が生じた場合、大会終了後、お客様指定の口座へ振り込みます。
5．変更・取消について
お申込後の変更・取消につきましては、お送りいただきました『申込用紙』の該当箇所を加筆修正のうえ、
必ずＦＡＸ又は Eメールにてお送りください。
人数の減少や取消につきましては、下記取消料を申し受けますのでご了承ください。なお、お申し出の日時は受信
日時といたします。（会場への移動中や大会中はお電話でも構いません）
ご契約成立以降に解除される場合は、1件1名につき下記の取消料を申し受けます。
宿泊の取消料 募集型企画旅行 ※取消日基準時間は 17 時まで（17 時を過ぎた場合は翌日受付扱いとなります）
取消日

宿泊日の 8～20 日
前までの取消

宿泊日の 7 日前から
前々日までの取消

宿泊日前日の取消

宿泊日当日の取消

旅行開始後または
無連絡の不泊

取消料

代金の 20％

代金の 30％

代金の 40％

代金の 50％

代金の 100％

弁当の取消料

取消日

利用日前日の 12 時までの取消

利用日前日の 12 時以降の取消

取消料

無 料

代金の 100％

旅行条件書（要約）
旅行条件書（要約）

宿泊プランに適用
※この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める旅行取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部になります。
※詳しい取引条件を説明した書面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。

お申込みの際には、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、名鉄観光サービス株式会社（愛知県名古屋市中村区名駅南 2 丁目 14 番 19 号、観光庁長官登録旅行業第 55 号。以下「当社」
という）が旅行企画・実施するものであり、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。

●旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画
によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得な
いときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅
行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にご説明いたします。

●旅行のお申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、お申込み下さい。
（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。

●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）にお支払下さい。

●旅行代金に含まれるもの
各旅行日程及びご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないか限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。）

●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙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、生命又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、補償金又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 名につき～15 万円（但し、補償対象品 1 個あたり 10 万円を限度とします。）
身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収又
摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。<免責事項>

●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
知下さい。（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下さい。）

●個人情報の取扱いについて
個人情報の取り扱いについては、別途お渡しする「ご旅行条件書」にてご確認ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2022 年 2 月 10 日現在を基準としています。又、旅行代金は 2022 年 2 月 10 日現在の有効な運賃・規則を基準として
算出しています。

名鉄観光サービス株式会社 津支店
一般社団法人 日本旅行業協会正会員

観光庁長官登録旅行業 第 55 号

〒514‐0004 三重県津市栄町 3‐141‐1

総合旅行業務取扱管理者：松田 浩二
営業時間 10:00～17:30
休業日 土曜・日曜・祝日

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に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業
務取扱管理者にお尋ねください。

第 76 回西日本ソフトテニス選手権大会
宿泊・弁当担当デスク
TEL：059-225-7676
FAX：059-225-7633
E メール：tsu@mwt.co.jp
担当 松田・八太・小出

承認番号【22－0005】

