
拝啓　初夏の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　標記大会が千歳市におきまして盛大に開催されますことを、心からお祝い申し上げます。

　さて、この度 大会事務局様のご指導の元に、大会ご参加者の皆様の便宜をお図りするため、大会期間中の宿泊・弁当

　のお手伝いをさせていただくことになりました。

　つきましては、以下の取扱要領に基づき受付をさせていただきますので、ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

　　　　 敬具

１． 宿　泊 日程：平成26年7月27日(日)、28日(月)、29日(火)　　※大会日程：7月28日(月)、29日(火)、30日(水)の3日間

■宿泊料金   洋室ホテルタイプ（1泊2食付または朝食付､税金・サービス料・企画料金込のお1人様料金です）

地　区 申込記号 食事条件 宿泊料金

1泊2食 8,500円

1泊2食 9,500円

1泊朝食 8,500円

1泊朝食 7,000円

新千歳空港
1泊朝食 9,500円

1泊2食 9,500円

1泊2食 8,500円

1泊朝食 7,500円

恵庭市内 1泊2食 9,500円

北広島 1泊朝食 8,000円

1泊2食 9,000円

1泊2食 7,500円

※千歳市内のホテルは絶対数が少ないため、他地区のホテルをご検討ください。（千歳市内は約300名分のみ確保しております）

※（★）印はシングルルーム（1名部屋）のみ提供可能な宿泊施設です。他タイプはご利用できません。

※各ホテルシングルルームご利用の場合、追加1,000円発生いたします。（★印のホテルは除く）

※夕食が不要の場合、1,000円引きになります。（1泊2食設定ホテルに限ります）なお、朝食の欠食はできません。

※各ホテルの駐車場の手配は弊社では行いません。また駐車場代は現地にて直接お支払いください。

　 なお、駐車場代につきましては直接ご確認ください。また、車種により駐車できない場合もございます。

※ツインルームをご希望の場合は、別紙申込書の「同室者」欄に同室希望者氏名をご記入ください。

※ご希望ランクのホテルが満室等で手配できない場合、弊社にて調整のうえ、上記ホテルのいずれか

　もしくは上記ホテル以外での回答となる場合がございます。

　(申込状況によっては、ご希望とは異なる部屋タイプになる場合もございます)

※朝食開始時間はホテルにより異なります。指定時間以外をご希望の場合は、お弁当対応となる場合もございます。

２． お弁当 1食　800円 税込（お茶付）
1食　800円 税込（お茶付）1食　800円 税込（お茶付）
1食　800円 税込（お茶付）・・・弁当は毎日違う内容のものをご用意いたします。

日程：7月28日(月)、29日(火)、30日(水)　　※原則、大会期間中のみのご案内となります

※お弁当は事前にお申込みいただいた方のみとなります。当日の販売は行いません。

※当日大会会場弁当引渡所にてお渡しいたします。

※食べ終わった弁当容器は、必ず当日回収となります。

３．申込締切日
平成26年7月9日(水)　17:00まで
平成26年7月9日(水)　17:00まで平成26年7月9日(水)　17:00まで
平成26年7月9日(水)　17:00まで

４．申込方法 別紙申込書にご記入の上、FAXまたは郵送にてお申し込みください。

５．申込先  　　 株式会社近畿日本ツーリスト北海道　札幌教育旅行支店　『北海道中学校陸上大会 係 』

　　〒060-0003　札幌市中央区北3条西2丁目 日通札幌ビル6階

　　TEL 011-281-5434　　　FAX 011-251-7052 営業時間　平日9:00～17:45　土・日･祝日は休業日

６．申込回答 お申し込み受付後、「予約回答書」「請求書」等を郵送にて 7月18日(金)を目途に発送いたします。

（FAXでの回答になる場合もございます）

７．支払方法 「予約回答書」および「請求書」をご確認後、銀行振込にてお支払ください。（振込手数料はご負担願います）

なお、返金が生じた場合につきましては大会終了後に精算となります。

８．変更・取消 お申し込み後の変更・取消は必ずFAXにて弊社までご連絡ください。

※営業時間外の変更・取消連絡は、翌営業日扱となります。

無料 無料

20% 100%

40%

50%

100%

千歳市内

苫小牧市内

札幌市内

ホテルルートイン千歳駅前★ホテルウイングインターナショナル千歳

千歳第一ホテル★

宿泊日の前日

宿泊当日

7月28日(月)以降

第45回北海道中学校陸上競技大会
第45回北海道中学校陸上競技大会第45回北海道中学校陸上競技大会
第45回北海道中学校陸上競技大会

（募集型企画旅行）

《宿泊・弁当のご案内》
《宿泊・弁当のご案内》《宿泊・弁当のご案内》
《宿泊・弁当のご案内》

エアターミナルホテル

ホテルエリアワン千歳

えにわステーションホテル

札幌北広島クラッセホテル

新札幌アークシティホテル

平成26年度北海道中学校体育大会
平成26年度北海道中学校体育大会平成26年度北海道中学校体育大会
平成26年度北海道中学校体育大会

宿泊当日（無連絡）

株式会社近畿日本ツーリスト北海道

札幌教育旅行支店

支店長  相生 英一

7月27日(日)まで

弁当取消料

宿泊取消料

宿泊日の8日前まで

宿泊日の2日前まで

宿　泊　施　設　名

ホテルグランテラス千歳

千歳エアポートホテル★

グランドホテルニュー王子★

ホテルルートイン苫小牧駅前、ドーミーイン苫小牧★

コンフォートホテル苫小牧★

スマイルホテル苫小牧ホテル、ウイングインターナショナル苫小牧

アパホテル＆リゾート札幌



※旅行手配に必要な範囲内での宿泊機関等への個人情報の提供について同意のうえ、本旅行に申し込みます。

【宿泊申込記号】

　貸切バス ・ 自家用車 ・ Ｊ Ｒ ・ 路線バス ・ その他　　

　※貸切バス・自家用車ご利用の場合、台数をご記入下さい

　貸切バス（　　　　　　　）台　　自家用車（　　　　　　　）台

*朝食開始時間は宿泊ホテルにより異なります

*朝食開始時間はご希望の時間でご案内できない場合もあります

※朝食開始時間はホテルにより異なります。指定時間以外をご希望の場合は、お弁当対応となる場合もございます。

※ 上記にて「お弁当のみ」を申込になられた方、お手数ですが宿泊施設名、電話番号をお知らせいただくよう、ご協力お願い申し上げます。

※ 変更、取消等がございましたらＦＡＸのみ承ります。

朝食開始希望時間 7/28　　　　　　　時 7/29　　　　　　　時 7/30　　　　　　　時

8 男　・　女
選手・監督・応援

7 男　・　女
選手・監督・応援

6 男　・　女
選手・監督・応援

9 男　・　女
選手・監督・応援

男　・　女
選手・監督・応援

選手・監督・応援

選手・監督・応援

○

選手・監督・応援

○ ○

2

2と同室

選手・監督・応援

申込代表者氏名

学校名

フ リ ガ ナ

学校所在地

（書類送付先）

選手・監督・応援

№

札幌教育旅行支店
札幌教育旅行支店札幌教育旅行支店
札幌教育旅行支店

例

チトセ　　タロウ

千歳　太郎

1

選手・監督・応援

5

【申込先】　株式会社近畿日本ツーリスト北海道　札幌教育旅行支店　　
【申込先】　株式会社近畿日本ツーリスト北海道　札幌教育旅行支店　　【申込先】　株式会社近畿日本ツーリスト北海道　札幌教育旅行支店　　
【申込先】　株式会社近畿日本ツーリスト北海道　札幌教育旅行支店　　FAX：011-251-7052

FAX：011-251-7052FAX：011-251-7052
FAX：011-251-7052

平成26年　　　　　　月　　　　　日

　携帯　（    　　 　　 　  　）    　  　　　 　 　－

　ＦＡＸ　（    　　  　   　　 ）    　　 　 　　 　 －

　〒    　　　  　 －

　ＴＥＬ　（    　　　　   　　 ）    　　　　 　   　－

中学校

7/27(日)

フリガナ

#

宿　泊

<○2食付・△朝食付・×素泊まり>

弁　　当

同室者種　　別

4

3

7/28(月) 7/29(火) 7/30(水)

男　・　女

男　・　女

男　・　女

参加者氏名

○ ○

性　別

男　・　女

男　・　女

男　・　女

7/28(月) 7/29(火)

平成26年度北海道中学校体育大会
平成26年度北海道中学校体育大会平成26年度北海道中学校体育大会
平成26年度北海道中学校体育大会

第45回北海道中学校陸上競技大会
第45回北海道中学校陸上競技大会第45回北海道中学校陸上競技大会
第45回北海道中学校陸上競技大会

《宿泊・弁当のご案内》

第1希望 第3希望第2希望

申込締切日　
申込締切日　申込締切日　
申込締切日　平成26年7月9日（水）17:00まで

平成26年7月9日（水）17:00まで平成26年7月9日（水）17:00まで
平成26年7月9日（水）17:00まで

宿泊施設名:
電話番号:

弁当依頼合計

利用交通機関

（必ずご記入下さい）

ホテル到着時間               時頃着

『北海道中学校陸上大会
『北海道中学校陸上大会『北海道中学校陸上大会
『北海道中学校陸上大会 係』

係』係』
係』

〒060-0003

札幌市中央区北３条西２丁目２－１ 日通札幌ビル６階

TEL 011-281-5434 FAX 011-251-7052

営業時間 平日9:00～17:45（土・日・祝日は休業日となります）



■募集型企画旅行契約

この旅行は株式会社近畿日本ツーリスト北海道（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。

■旅行のお申込及び契約の成立について

指定の申込書にご記入いただき、所定の手続きにてお申込ください。

旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金または旅行代金を受領した時に成立するものとします。

■旅行代金に含まれるもの

ご案内に明示した宿泊費、食事代、企画料金及び消費税等諸税。

■個人情報の取扱について

当社は、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利用させて

いただくほか、必要な範囲内において当該機関などに提供いたします。

当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社のホームページにてご確認ください。

(http://www.knt.co.jp)

■旅行サービスについて

お客様に旅行サービスの提供を受ける為の書面（予約券・引換証など）をお送りいたしますので、旅行サービスの提供を受けるため

の手続きは、お客様ご自身で行ってください。

■基準期日

この旅行条件は平成26年5月1日現在を基準としています。

〒060-0003

札幌市中央区北3条西2丁目2-1

日通札幌ビル6階

し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく 札幌教育旅行支店

以下の取扱管理者にお尋ねください。

総合旅行業務取扱管理者：相生　英一

旅行条件（要約）

また旅行条件は下記によるほか、出発前にお渡しする確定書面、及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。

　 観光庁長官登録旅行業第1885号

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う 一般社団法人日本旅行業協会正会員

営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関    株式会社近畿日本ツーリスト北海道


