
2019 年度北海道中学校体育大会 

第 47回北海道中学校柔道大会「宿泊」「弁当」のご案内 
 

拝啓  時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

令和元年 7月 30日(火)～7月 31日（水）、登別市におきまして標記大会が開催されますことを心からお祝い申し上げます。 

さて、このたび大会事務局のご指導のもと、ご参加される皆様の「宿泊」及び「昼食弁当」のお取扱いをさせていただくこととなりました。 

つきましては、下記取扱要領に基づき「宿泊」及び「弁当」の受付をいたしますので、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。 

敬具 
                                                                                                      
  

1. 宿泊設定日    令和元年 7 月 29 日(月)、 7 月 30 日(火)、 

 

2. 宿泊料金  １泊２食又は朝食付き、税金・サービス料を含むおひとり様料金 

申込 

記号 
地区 ホテル名 部屋タイプ 

宿泊料金（税込） 設定 

室数 １泊２食 １泊朝食 

Ａ 登別温泉 滝本イン 
ツイン（１名利用） 10,500 円 設定なし 

27室 
ツイン・トリプル 8,800円 設定なし 

Ｂ 登別温泉 登別万世閣 

和室 1名 1室 17,000 円 設定なし 

16室 
和室 2名 1室 12,000 円 設定なし 

和室 3名 1室 10,500 円 設定なし 

和室 4～5名 1室 9,500円 設定なし 

Ｃ 幌別 ホテル平安 
シングル 8,000円 設定なし 18室 

ツイン・トリプル 7,500円 設定なし 5室 

Ｄ 東室蘭 ホテルルートイン東室蘭駅前 
シングル 9,500円 8,500円 20室 

ツイン 9,000円 8,000円 30室 

Ｅ 東室蘭 ホテルサンルート室蘭 
シングル 9,500円 8,500円 10室 

洋室 2～3名 1室 8,500円 7,500円 20室 
 

※ 開催地である登別市においては、シングル及びツインタイプを中心とした洋室ホテルが少なく、また、設定可能な客室数にも限りがご

ざいますため、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。 

※ お部屋割りは、男女別定員利用を基本とし調整させていただきます。（回答内容は請求書にてお知らせいたします。） 
 

3. 弁当 
設定日 内容 料金（税込） 

7 月 30 日（火）、31 日（水） 日替り弁当（お茶付）  800 円 

 

・ 事前予約注文のため、当日販売はございません。 

・ 当日会場指定場所にて 11：00～12：00 にお渡しいたします。 ※衛生上の規定により、指定時間以外の受渡しは出来かねます。 

・ 空箱回収 14：00/予定 ※ご持参された弁当や他でご注文の弁当ゴミの回収はできかねますので、会場に放置せずお持ち帰りください。 
 

4. お申込み方法  申込書に必要事項をご記入いただき、ＦＡＸ又は E メール（エクセルデータ）にてお申し込みください。 
 

5. お申込締切日  7 月 12 日（金） 17：00 必着 

※お申し込みは先着順にて受付いたします。（満室になり次第締切とさせていただきます。） 
 

6. お申込回答    7月 17日（火）頃を目途にＦＡＸ又は E メールにてご回答いたします。 
 

7. お支払方法    請求内容をご確認いただき、7 月 28 日（金）までに振込にてお支払下さい。 

※ 当日宿泊施設でお支払いいただくことはできません。 

※ 振込手数料はご負担願います。 

※ 金融機関発行の振込明細票をもって領収書とかえさせていただきます。 

※ 変更等により払戻しが生じた場合は、事務手続きの都合上、大会終了後に所定の取消料を差し引き振込にて

ご返金させていただきます。 
 

8. 変更･取消   変更・取消の場合は、ＦＡＸ又は E メールにて弊社までご連絡ください。 

※ 間違え防止のためお電話での受付はいたしません。 

※ 弊社営業時間外の FAX及び E メール受信につきましては翌営業日扱いとなります。 
 

 

【旅行企画・実施】  お申込・お問合せは -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

観光庁長官登録旅行業第 1885号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 

苫小牧支店 
 
 

〒053-0021 苫小牧市若草町 3丁目 2-7大東若草ビル 1F   〔営業時間〕 月曜～金曜 （10：00～17：45）、土曜・日曜・祝日 （休業） 
TEL. 0144‐33‐1912   FAX. 0144‐32‐1330   E-MAIL. takeuchi926515@knt-h.co.jp 
総合旅行業務取扱管理者. 中村 哲博   支店長．藤原 正則   担当. 竹内 康弘 

 

 

 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う取引の責任者です。この旅行契約に関し、

担当者からの説明にご不明な点があれば総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

旅行業公正取引 

協 議 会 会 員 



～ 必ずお読みください ～ 
 

ご旅行条件書（抜粋）   お申込みの際には、詳しい国内募集型企画旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容を事前に確認のうえお申込みください。 
 

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北海道苫小牧支店（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。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書です。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 

当社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 

6万円以上 

10万円未満 

10万円以上 

15万円未満 
15万円以上 

お申込金 6,000円～ 12,000円～ 20,000円～ 30,000円～ 代金の20％ 

旅行契約は当社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 

旅行日程に明示した食事料金、宿泊料金（税、サービス料金を含む）。 
 

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など 
 

7. 取消料 

お申込の後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお一人につき次の取消料をお支払いいただきます。またお客様のご都合に

より、途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

取消日 21日前 20日～8日前 7日～2日前 前日 当日 旅行開始後及び無連絡 

宿泊 取消料率 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

弁当 取消料率 無料 50％ 100％ 
 

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5月7日現在を基準としております。 
 

15. 個人情報の取扱について 

イ. 株式会社近畿日本ツーリスト北海道苫小牧支店（以下「当社」）およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込の際に

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ご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様に同意いただくものとします。 
 

ロ. 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 
 

ハ. 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、当社の店舗またはホームページでご確認ください。 
 


