
平成２８年４月吉日 

ご参加の皆様へ 

第３５回全日本クラブ卓球選手権 

ご宿泊・お弁当申し込み方法についてのご案内 

 

謹啓 皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。「第３５回全日本クラブ卓球選手権」が２０１６年７月１５

日（金）～１８日（月）に、エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）・浪速スポーツセンターにおいて開催されま

す。ご参加の皆様方の宿泊、お弁当の手配につきましては、私ども日本旅行西日本ＭＩＣＥ（マイス）営業部がお世

話させていただくこととなりました。つきましては、下記をご覧いただき、弊社にお申込を賜りますようお願い申し上げ

ますとともに、皆様方の大会でのご活躍をお祈り申し上げます。 

謹白 

記 

１． ご宿泊のご案内 

申込記号 部屋タイプ 料金 記事

Ａ-１ シングル
￥16,000～
￥23,000

朝食付

Ａ-２ ツイン
￥14,000～
￥20,000

朝食付

B-１ シングル
￥10,000～
￥15,000

朝食付

B-２ ツイン
￥8,800～
￥13,000

朝食付

C-１ シングル
￥7,000～
￥9,900

朝食付

C-２ ツイン
￥6,500～
￥8,700

朝食付

※ 7月１4日（木）～7月17日（日）まで、上記の宿泊施設をご用意させていただいております。

※ お申込時にカテゴリーのご希望をお伺いし、ご回答時に決定ホテルと料金をお知らせいたします。

お1人様の宿泊料金（税金・サービス料を含む）
施設カテゴリー・ホテルクラス一覧

B

C

ホテルイルクオーレなんば・リッチモンドホテ
ルなんば大国町・ホテルサンルートなんば・
ダイワロイネットホテル四ツ橋・ハートンホテ
ル北梅田・シティプラザ大阪・ホテル法華クラ
ブ大阪

ホテルＮＣＢ・スーパーホテル大阪天然温
泉・ホテルルートイン大阪本町・ニューオリエ
ンタルホテル・ホテルサンルート梅田・ホテル
関西

ホテルビスタグランデ大阪・三井ガーデンホ
テル大阪プレミア・大阪第一ホテル・ホテル
グランヴィア大阪・ホテルビスタプレミオ堂
島・ホテルユニゾ淀屋橋・ダイワロイネットホ
テル大阪北浜

Ａ

 

２． 昼食のご案内 

●大会期間中、昼食（お弁当・お茶付）を事前申込によりご用意いたします。 

７月１５日（金） 

７月１６日（土） 

７月１７日（日） 

７月１８日（月） 

お楽しみ弁当（お茶付き） 800 円（税込） ※メニューは日毎で変わります。 

※ お弁当はすべて事前申込とさせていただきます（当日の販売はございません）。 

※ 事前に弊社より「弁当引換券」をお渡しいたしますので当日会場にて提示の上、お弁当をお受け取りください。 

※ 会場周辺は食事場所が大変混雑いたしますので、事前のご購入をお勧めします。 

３． 申込方法について 

●宿泊・お弁当のお申込につきましては、以下の要領でお願いいたします。 

① 別添の「お申込書」に必要事項（申込記号等）をご記入の上、６月５日（日）までに、ＦＡＸまたは郵送

にてお申込みください。 



② お申込受付後、1 週間以内に、『ご予約確認書兼請求書』をＦＡＸにて送信させていただきます。内容

をご確認の上、６月１５日（水）までに指定の銀行口座へお振込みいただきますよう、お願い申し上

げます。なお、振込手数料につきましてはお客様ご負担とさせていただきますのでご了承ください。 

③ ご入金確認後６月３０日（木）より随時、最終のご予約確認書（お支払い確認書）及びお弁当引換券

を送付させていただきます。 

【お申し込み・お問い合わせ先のご案内】 

  観光庁長官登録旅行業第 2号 ㈱日本旅行西日本ＭＩＣＥ（マイス）営業部 

営業時間 平日 9:45-17:45（土日祝日休業） 総合旅行業務取扱管理者 池田 智幸 

〒530-000１ 大阪市北区梅田１丁目 11番 4号 大阪駅前第 4ビル５階 

ＴＥＬ:０６－６３４２－０２３０ ＦＡＸ:０６－６３４２－０２３２ 

Email：yoshitaka_nakatani@nta.co.jp  担当：●●／中谷 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引に関する責任者です。 

この旅行契約関してご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

 

旅行条件書 

(要約) 

この書面は、旅行業法第 12条の 4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第 12条の 5の定めるところの契約書

面の一部となります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認のうえお申込下さい。 

この旅行は、㈱日本旅行西日本 MICE 営業部（以下「当社」といいます）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を締結していただくことになります。 

 １．お申込み方法と契約の成立 

 (1)  当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お一人様につきお申込金（旅行代金）を添えてお申込

み下さい。お申込金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。 

(2)  ご旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。 

(3) 団体、グループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する取引を行います。 

(4) 旅行代金は旅行出発日の 21 日前までにお支払いいただきます。 

 ２．旅行中止の場合 

ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止す

る場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

21 日目に当たる日より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。 

 ３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの 

パンフレットに記載された日程に明示された交通費、食事代、入場料、消費税等諸税及び添乗員同行費用

が含まれます。ゲームセンター遊戯料、旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人的性質の諸費

用は含まれません。 

４．取消料 

お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、取消日と

は、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。 
コース

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
21日目に当たる日まで 無料
20日目に当たる日以降8日目に当たる日まで 旅行代金の20％
 7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで 旅行代金の30％
旅行開始日の前日 旅行代金の40％
旅行開始日当日 旅行代金の50％
旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の全額

取消料

５．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。 

 ・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止 

 ・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止 

 ・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難 

 ・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮 

６．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害につ

いては、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金

をお支払いします。 

７．旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契

約の部第 29 条別表二）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところにより変更補償金をお

支払いします。 

 ８．個人情報の取扱  

（１）当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報についてお客様との連絡や

運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただき

ます。 

（２）当社、当社グループ会社および販売店では、①取り扱う商品、サービス等のご案内 ②ご意見、ご感

想の提供・アンケートのお願い ③統計資料の作成。 にお客様の個人情報を利用させていただく事があ

ります。 

（３） このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホームページ

（ http://www.nta.co.jp )でご確認下さい。 

（４）当社は、お客様のお買い物等の便宜のために、免税店等に電子的方法等によりお客様の個人情報

を提供します。なお、これらの事業者への個人情報の提供「停止」を希望される場合は、お申込み窓口に

「最終旅行日程表」受け取り時までにお申し出下さい。  
９．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、2016 年 04 月 01 日現在を基準としています。 

■旅行企画・実施：株式会社日本旅行西日本 MICE 営業部 

西日本１６ー 



日本旅行西日本ＭＩＣＥ（マイス）営業部 

担当：●●／中谷 行き 

「第３５回全日本クラブ卓球選手権｣ ご宿泊・お弁当申込書 

都道府県名  チーム名  

ご住所 

（請求書等 

送信先） 

〒 

 

TEL:               FAX：             携帯電話： 

代表者氏名
 フ  リ ガ ナ

 

 

 

○申込受付後、1 週間以内にご返信いたします。 

番号 氏名 
性

別 

ご宿泊 お弁当 

７/１４ 

（木） 

７/１５ 

（金） 

７/１６ 

（土） 

７/１７ 

（日） 

ﾂｲﾝ・ﾄﾘﾌﾟﾙ 

希望のみ 

同室者氏名  

（フリガナ） 

7/15 

（金） 

7/16 

（土） 

7/17 

（日） 

7/18 

（月） 

例 

ﾆﾁﾘｮ ﾊﾅｺ 

女 Ａ－１ Ａ－１ Ａ－１ Ａ－１  ○ ○ ○ ○ 
日旅 花子 

１ 

ｶﾅ           

 

２ 

ｶﾅ           

 

３ 

ｶﾅ           

 

４ 

ｶﾅ           

 

５ 

ｶﾅ           

 

６ 

ｶﾅ           

 

【備考欄】追加の宿泊等のご希望があればこの欄にご記入ください 

①ご案内書面に記載の旅行条件(要約)の個人情報の取扱に同意の上、申し込みます。 

②個人情報の取扱に関するお問い合わせ先   (株)日本旅行西日本 MICE 営業部：中谷(ﾅｶﾀﾆ) TEL：06-6342-0240 

※個人情報の取り扱いにつきましては、https://v3.apollon.nta.co.jp/35pingpong/joho?MODE=kojin_joho&no_button=1 をご確認下さい。 

※ 申込期限：６月５日（日） 

FAX:06-6342-0232 


