宿 泊 要 項

１．総則
この要項は、平成24年度全国高等学校ハンドボール選抜大会の宿泊及び昼食の確保に万全
を期することを目的として、次のように定めます。
（１） この要項の適応対象者は、平成24年度全国高等学校ハンドボール選抜大会に参加する選
手（含む応援生徒）・監督・コーチ・大会役員・保護者等関係者（以下「参加者」とい
う）とします。
（２） 宿泊・弁当業務の取り扱いは、平成24年度全国高等学校ハンドボール選抜大会実行委員
会が事務取扱いを委託している指定業者「JTB中部沼津支店」（以下 宿泊斡旋事務局）
が担当します。
（３） 宿泊に関しては、必ず宿泊斡旋事務局を通じて申し込み、大会実行委員会指定の宿舎を
利用するものとします。

２．宿泊割り当ての基本方針
(１) 参加者の宿泊は、基本的には「大会会場近郊の静岡県内」にて確保する。
(２) 指定した宿舎の変更は、原則として認めない。変更によって生じたすべての紛議や損失
は任意に宿舎を変更したものが全責任を負うものとする。
(３) 操作については、実行委員会に一任の形をとるものとする。

３.申込み・その他
（1）下記ウェブサイトから申込書をダウンロードできます。当該学校長の責任の下に、所定の
宿泊、弁当申込書に必要事項を記入し、平成25年2月13日（水）必着で、宿泊斡旋事務局
宛FAXにてお送り下さい。
《大会参加申込書、宿泊申込書をダウンロードできるウェブサイト》
ア 日本ハンドボール協会ホームページ
http://www.handball.jp/
イ 静岡県ハンドボール協会ホームページ
http://sports.geocities.jp/shizuoka_handball/kyoukaitop.html
ウ 第36回全国高等学校ハンドボール選抜大会ホームページ
http://sports.geocities.jp/handballsenbatsusizuoka/toppage.html

第３６回全国高等学校ハンドボール選抜大会静岡

宿泊・弁当申込みのご案内
拝啓 皆様方におかれましてはますますご健勝のこととご推察申し上げます。
このたび「第 36 回全国高等学校ハンドボール選抜大会」が開催されることお慶び申し上げます。
私どもＪＴＢ中部 沼津支店が、ご参加の皆様方の宿泊、お弁当の手配をさせていただくことになり
ました。ご参加されます皆様方のお手伝いをさせていただきますので、是非とも多数ご利用ください
ますよう、よろしくお願い申し上げます。
本大会の成功を心よりご祈念申し上げます。
敬 具

(株)ＪＴＢ中部 沼津支店
１．宿泊のご案内
宿泊手配日

平成 25 年 3 月 23 日（土）～3 月 30 日（土）

宿泊施設 静岡県中・西部地区
宿泊ランク（２食付き）

A

B

C

D

E

Ｆ

宿泊料金(税サ込み)

￥13,650

￥12,600

￥11,550

￥10,500

￥9,450

￥8,400

＊朝食付き（夕食なし）の場合は上記より￥1,050～￥1,575 の減額となります。F ランクの朝食付きは￥6,300 からございます。
２．弁当のご案内
手配日
平成 25 年 3 月 24 日（日）～3 月 30 日（土）
昼食弁当代金は１食につき 800 円（お茶付、税込）会場での受取りとなります。
３．お申込み、その後の変更のご案内
生徒（選手）・コーチ・教職員様は別紙「平成 24 年度第 36 回全国高等学校ハンドボール選抜
大会 宿泊・昼食弁当 申込書・ご質問書」に記載の上 2 月 13 日（水）までにＦＡＸ(JTB サポー
ト中部 FAX：052-541-2520)にてお送り下さい。
各地区の予選時期が異なるためお申込は 2 月 5 日（火）11：00～受付けをさせて頂きます。
注：ご質問内容への記載も必ずお願い致します。
今後の変更や訂正がございましたら確認書に訂正したお人数をご記載いただきご返信（ご返送）
下さい。またその後の変更に関しましても、間違いを防ぐため、すべてＦＡＸでのご変更のみ受
付けさせて頂きます。ご了承下さいませ。
保護者様、一般応援生徒様のお申込みは別途インターネットご利用にてお申込み頂けます。下
記 URL よりアクセスして頂きお申込下さい。尚、選手等の宿泊施設を優先させて頂くため、お申
込みは 3 月 1 日（金）11：00～とさせて頂きます。予めご了承下さい。
お申込先 https://amarys-jtb.jp/shizuoka-handball-zenkoku/
４．宿泊施設のご回答、お支払い方法のご案内
平成25年3月8日（金）までに、申込み責任者宛に宿泊施設通知書と費用請求書を宿泊斡旋事務局
よりお送り致します（間に合わない場合は、FAX 又は 電話にて連絡します）。下記の口座へお振
込み下さい。支払期日は3月18日（月）を予定しております。振込み手数料はお客様ご負担とさせ
ていただきます。尚、変更・取消によって生じた差額は大会後、申込書に記載された指定の口座
へ振込み返金いたします。
領収書が必要な場合はJTB中部沼津支店が発行致します。お申し出下さい。
振込銀行
口 座 名

三菱東京 UFJ 銀行 振込集中錦支店
カ）ジェイティービー チュウブ

口座番号

普通 ５５７８０２８

５．取消料のご案内
1 件 1 名につき下記の通り取消料をご請求申し上げます。取消日はＦＡＸを頂きました日で、
計算させて頂きます。
大会が始まりましたら（大会期間中）大会会場内にあります JTB デスクで宿泊・お弁当の取消、
変更業務の受付けをさせて頂きます。
宿泊について ※宿泊は募集型企画旅行契約となり、取消規定は以下のとおりとなり、条件書(要約)もご確認ください。
申し出時期

～前日まで

当日（PM３時まで）

当日（PM３時以降）

無連絡不泊

宿泊キャンセル料

無料

無料

５０％

１００％

＊当日の取消しにつきましては時間基準を設けさせて頂きました。

お弁当について※弁当は募集型企画旅行契約となり、取消規定は以下のとおりとなります。
申し出時期

前日（ＰＭ４時まで）

前日（ＰＭ４時）～当日（ＰＭ6 時まで）

弁当キャンセル料

無料

全額

※ご不明な点がございましたら、下記連絡先へお願い致します。

２０１３年３月１９日（火）まで
弁当・宿泊申込みお問合せ先
ＪＴＢサポート中部 イベント＆コンベンションチーム
〒４５１－００４５ 愛知県名古屋市西区名駅２－２７－８
名古屋プライムセントラルタワー８階
T E L：０５２－５４１－２５２１
F A X：０５２－５４１－２５２０
Ｅメール：jecs05@jsc.cub.jtb.co.jp
（営業時間 9：30～18：00 土・日・祝日除く）
担 当：小川 ／ 石井

２０１３年３月２０（水）以降
お問合せ先
株式会社ＪＴＢ中部沼津支店（営業課）
〒４１０－０８０１ 静岡県沼津市大手町３－１－３
T E L：０５５－９６３－３３９７
F A X：０５５－９５１－４４２０
（営業時間 10：00～18：00 土・日・祝日除く）
担 当：服部 ／ 竹之内 ／ 太田
携帯：０８０－２６２４－１１９３（3 月 20 日～3 月 30 日のみ利用）
【旅行条件（要約）
】 ●募集型企画旅行契約
●募集型企画旅行契約
この旅行は、㈱ＪＴＢ中部（名古屋市中村区名駅１－１－４ 観光庁長官登録旅行業第１７６２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、契約内容・旅行条件は、
「【１】宿泊施設のご案内」に記載されている
条件のほか、下記の条件、別途お渡しする旅行条件書（全文）
、出発前にお渡しする確定書面（宿泊施設名、部屋タイ
プなどの最終日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。
●旅行代金のお支払い、契約の成立
（１）回答と確定書面（予約確認書、旅行条件書全文 等）
、請求書をお送りいたします。
（２）
「請求書」に記載のご旅行代金（ご宿泊代金）を、指定の口座へお振込みいただきます。
（３）旅行契約は、当社がご旅行代金（ご宿泊代金）を受領した時に成立するものとします。
●取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で宿泊を取り消される場合には、ご旅行代金（ご宿泊代金）に対して、お一人様に
つき、
「５．取消料のご案内」でさだめてあります取消料を申し受けます。

宿泊・弁当手配に関するご案内（補足）
はじめにご一読をお願い致します。
【配宿期間】
3 月 23 日（土）～3 月 30 日（土）について、宿泊のお申し込みを受付けします。
＊注 1 到着は午後 15 時以降、出発は午前 10 時以前となります。
それ以外にあたっては、追加料金を徴収することもございます。
＊注 2 欠食による払い戻しは致しませんのでご了承下さい。
【配宿エリア】
競技会場となる袋井市、掛川市、浜松市他、その近郊での配宿を予定しています。静岡県西部地区
における客室（宿泊施設）の絶対数が不足しており、ご不便をお掛けする場合もございますが、予
めご了承頂きますようお願い致します。
【配宿・お部屋タイプ】
ホテル（洋室）と旅館（和室）を併用しての配宿となります。
ホテル（洋室）については、シングル・ツイン・トリプル等の定員利用の他、エキストラベッドの
利用をお願いすることがあります。
旅館（和室）については定員利用にてご利用頂きますが、他校との相部屋の予定はありません。
なお、マネージャー等異性の宿泊がある場合には、一部例外をお願いすることがあります。必ず申
込書には男女それぞれの人数を記載して下さい
【食事について】
一部のホテルで、館内に夕食対応がでない施設があるため、近隣の施設で食事をとっていただく場
合や、夕食弁当対応、朝食付き（夕食なし）条件にてお願いする場合がございます。別紙にござい
ます「ご質問書」にて確認させて頂きます。また、ホテルを中心に宿泊施設内でご提供する場合で
も、席数の都合で時間帯を分けてお願いをする場合もあります。
【現地での交通について】
全国から出場校があるため、交通手段を別紙「ご質問書」に記載して下さい。交通手段に応じ配宿
地域（施設）も検討の一部とさせて頂きます。
【お弁当について】
選手、応援生徒、マネージャー、監督（引率者）等必要な個数を記入して下さい。お弁当はすべて
お茶付きで手配をさせて頂きます。

【お願い】
貸切バス等を利用される学校で、監督（引率者）以外に、運転手等の宿泊手配が必要な場合には、
宿泊申込書の備考欄に、人数等を明記ください。なお、運転手等の宿泊については、宿泊施設が異
なる場合があります。

ご旅行条件（要約）

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）JTB 中部（愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-4 観光庁長官登録旅行業第 1762 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
途お渡しする旅行条件書（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、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金
の支払をしていただきます。
（３）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。
（４）お申込金（おひとり様）ご旅行代金全額
●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（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。
●
取消料（宿泊）
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

契約解除の日

取消料（お１人様）

１．宿泊日の前日の解除
２．宿泊当日の解除

無料

PM3 時まで

無料

３．宿泊当日の解除（４を除く）PM3 時以降

旅行代金の５０％

４．宿泊当日の無連絡・不泊

旅行代金の１００％

●
取消料（弁当）
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

契約解除の日

取消料（お１人様）

１．前日（PM4 時まで）の解除

無料

２．当日(前日 PM4 時以降、当日 PM6 時までの解除)又は無連絡

弁当代金の１００％

＊貸切船舶を利用する旅行については、上記の表によらず、コースページ内に記載する取消料に拠ります。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程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）、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。
）
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。
）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通
信契約」といいます。
）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
（受託旅行業者により当該取扱ができない場合がありま
す。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。
）
（４） 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。
（５） 「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
（但し、
成立日が旅行開始前日から 14 日目にあたる日より前の場合は「14 日目（休業日にあたる場合は翌営業日）
」とします。
）また取消料のカードの利用日は「契
約解除依頼日」とします。
（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日
の翌日から起算して 7 日間以内をカード利用日として払い戻します。
）
（６） 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。
●国内旅行保険への加入について
旅行先において、病気・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、販売店の係員にお問合せください。
●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、お申込店にご通知ください。
（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。
）
●個人情報の取扱について
（１） 当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客
様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させて
いただきます。
（２）
当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがあります。この場合、
お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの個人情報の提供
の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2013 年 01 月 16 日を基準としています。又、旅行代金は 2013 年 01 月 16 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

<旅行企画・実施>
JTB 中部 沼津支店
観光庁長官登録旅行業第 1762 号
一般社団法人日本旅行業正会員
〒４１０－０８０１

静岡県沼津市大手町３－１－３

電話番号：０５５－９６３－３３９７

FAX 番号：０５５－９５１－４４２０

担当者：服部／竹之内／太田（営業課）
営業時間：10:00～18:00

土・日・祝日を除く

