第29回全九州小学生選抜 男･女ソフトボール大会
【 宿泊・弁当 申込要項 】
拝啓 時下、皆様方におかれましては、益々のご健勝のことと、お慶び申し上げます。
この度『第29回全九州小学生選抜 男･女ソフトボール大会』が、鹿児島県鹿児島市に於いて開催されるにあた
り心より歓迎申し上げます。
この開催にあたり全国各地よりご参加いただく皆様のご宿泊及びお弁当の申込みご案内を弊社、名鉄観光サービ
ス㈱鹿児島支店でお世話させて頂くことになりました。大会運営の一助となるべく万全の準備体制のもとで満足
いただける大会となりますよう努力致して参る所存でございます。
今大会のご成功をお祈り申し上げますとともに、皆さまのご来県を心よりお待ち申し上げます。

1．宿泊のご案内 【募集型企画旅行契約】
(1) 取扱期間

平成３１年３月２２日（金）〜３月２４日（日） ２泊３日間
※但し、災害等特別な事由が生じた場合は、別途考慮します。

(2) 宿泊施設

申込
記号

A

B

C

宿泊施設

住 所

車での移動時間

部屋タイプ／備考

ホテルAZ鹿児島垂水

垂水市浜平

会場まで約35分

洋室

薩摩明治村

垂水市浜平

会場まで約35分

和室・洋室

垂水ベイサイドホテルアザレア

垂水市錦江町

会場まで約35分

和室

アクアガーデンホテル福丸

鹿児島市名山町

フェリー乗り場まで約5分 和室・洋室

かごしま第一ホテル鴨池

鹿児島市鴨池新町 フェリー乗り場まで約20分 洋室

ホテル鴨池プラザ

鹿児島市鴨池

フェリー乗り場まで約20分 和室・洋室

温泉ホテル中原別荘

鹿児島市照国町

フェリー乗り場まで約10分 和室

ホテル吹上荘

鹿児島市照国町

フェリー乗り場まで約10分 和室・洋室

ホテルパレスイン鹿児島

鹿児島市樋之口町 フェリー乗り場まで約10分 洋室

ホテルタイセイアネックス

鹿児島市中央町

フェリー乗り場まで約15分 洋室

※夕食対応不可

(3) 宿泊料金
申込記号

Ａ

B

C

食事区分

旅行代金（お一人様）

１泊2食
１泊朝食
１泊2食
１泊朝食
１泊2食
１泊朝食
１泊2食
１泊朝食
１泊2食
１泊朝食
１泊2食
１泊朝食

６，３００円
５．３００円
６，８００円
５．８００円
７，０００円
５．５００円
８，０００円
６．５００円
８，０００円
６．５００円
９，０００円
７．５００円

休前日(3/23)追加料金

対象者

追加料金なし

選手・応援子ども
（小学生）

薩摩明治村のみ
左記に 1,000円追加

監督・コーチ・保護者等
（中学生以上）

垂水ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾎﾃﾙｱｻﾞﾚｱ以外の

選手・応援子ども
（小学生）

他B施設、左記に 500円追加
B全施設、左記に 500円追加

監督・コーチ・保護者等
（中学生以上）

追加料金なし

選手・応援子ども
（小学生）

追加料金なし

監督・コーチ・保護者等
（中学生以上）

※食事区分の1泊2食は、宿泊当日の夕食と翌朝食が含まれております。
※上記料金は1泊2食または1泊朝食(諸税･サービス取扱料金込)のお一人様1泊あたりの旅行代金です。
※上記料金には個人的に利用されました飲料等は含まれておりません。
※宿泊施設の指定はお受けすることができません。宿泊区分（Ａ･Ｂ･Ｃ）にてお申込ください。
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※未就学児を同伴される場合の内容（年齢・添い寝・食事等）に関しましても申込み書へ記載願います。
（確認の上、料金等ご連絡させていただきます。）
※添乗員は同行いたしません。
(4) 部屋タイプ・配宿
お申込順、申込人数、通信欄等を考慮し配宿をさせていただきます。ご理解ご協力お願い致します。
宿泊施設は基本、和室または洋室を定員ベースでのご利用となります。
各宿泊施設の収容人員が満員に達した場合、止むを得ず希望外または記載施設以外へご案内する場合
がございます。予めご了承願います。
(5) 朝食
全宿泊施設において朝食の欠食による払い戻しは致しませんので、ご了承の程お願い申し上げます。

2．お弁当のご案内 【手配旅行契約】
大会期間中の弁当の注文を受付けております。お申込書へ必要個数をご記入の上お申込みください。
(1) 取扱期間
： 平成３１年３月２３日（土）〜３月２４日（日） ２日間
(2) 弁当料金
： １食 ６００円（税込） ※お茶はついておりません。
(3) お渡し場所
： 会場本部席近くの指定場所（弁当引換所）
(4) お渡し時間
： １０：３０〜１３：００ の間にチームごとにお渡しいたします。

3．お申込み方法について
(１) 参加者（チーム）は、各々申込責任者の責任のもと別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、
名鉄観光サービス㈱鹿児島支店宛にＦＡＸ・Ｅメール・郵送にてお申込み下さい。

※ 申込締切日 ： 平成３１年２月２２日（金）必着
4．宿泊先の決定およびお支払方法について
(1) 申込締切後、配宿終了次第、申込責任者様宛に「申込内容確認書(宿泊決定通知書)・弁当確認書
・請求書」等をＦＡＸ・Ｅメール・郵送にて送付いたします。
(2) 請求書に基づき、各チーム毎にお取りまとめのうえ下記指定口座へお振込みください。
※お手数ですが振込み手数料はご参加者様の負担となります。予めご了承願います。
(3) 振込口座 【ゆうちょ銀行よりお振込の場合】
・銀 行 名 ： ゆうちょ銀行（通常貯金）
・記号：17840
・番号：23497091
・口座名義：メイテツカンコウサービス（カ

【ゆうちょ銀行以外よりお振込の場合】
・銀 行 名 ： ゆうちょ銀行（普通貯金）
・店名：七八八
・店番：788
・口座番号：2349709
・口座名義：メイテツカンコウサービス（カ

※チーム名にてお振込くださいますようお願いいたします。

※ 振込期限 ： 平成３１年３月１５日（金）まで
５．申込み後の変更･取り消しについて
(1) 申込後に変更及び取消等が生じた場合には、ＦＡＸ･Ｅメールにて当社までお早めにご連絡ください。

(宿泊施設との直接交渉はトラブルの原因になりますのでお控えください。)
(2) 宿泊・弁当の取消料については下記のとおりといたします。（弊社営業時間内でのご連絡）
宿泊（１泊につき／お一人様あたり）
弁 当
取消日
旅行開始日の４日前まで
旅行開始日の３日前〜２日前まで
旅行開始日の前日
旅行開始日の当日12:00まで
旅行開始日の当日12:00以降・無連絡

取消料
無 料
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

取消日
受取日前日の

16:00まで

取消料
無料

受取日前日の

16:00以降

100%

※宿泊のお取消に関しては宿泊日を基準に起算いたします。(2泊目取消の場合も同様に宿泊日が基準となります)

(3) 変更、取消の際に生じた差額は、大会終了後、振込みにて指定の口座へご返金いたします。
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６．個人情報の取り扱い
名鉄観光サービス株式会社は、お申込み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
輸送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な
範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。また、大会主催者事務局に提供いたします。
それ以外の目的で、ご提供いただく個人情報は利用いたしません。
当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の店頭またはホームページにてご確認ください。
名鉄観光サービスホームページ （http//www.mwt.co.jp） ⇒ ご利用案内（TOPページ最下部） ⇒
⇒ 運営、約款、条件書等について ⇒ 『個人情報保護方針、個人情報保護の対応について』

７．ご旅行条件の要約

※詳しくは旅行条件書面をご覧ください。

【募集型企画旅行契約】 ・・・・・ 宿泊プラン適用
宿泊は名鉄観光サービス㈱（愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目14-19観光庁長官登録旅行業55号・以下「当社」と
いう）が企画する旅行であり、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することになります。また、契
約の内容・条件とは各プランごとに記載されている条件のほか、下記条件出発前にお渡しする確定書面及び当社募集型企画旅
行契約の部によります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。
（旅行の申し込み及び契約成立）
所定の申込書に必要事項を記入の上、FAX又はEメールにてお申し込みください。また、指定の期日までに代金をお振込みく
ださい。本大会は組織募集であり、主催者が確定しているため、旅行契約は申込金なしであっても、申込書面を頂いた時点で成
立するものとします。
（旅行代金に含まれるもの）
各プランの旅行日程に明示された宿泊費、特別補償及び消費税が含まれます。なお、行程に含まれない交通費等諸費用およ
び個人的費用は含みません。
（最少催行人数） 1名
（旅行条件・旅行代金の基準）
この旅行条件は平成31年1月1日を基準としています。旅行代金は平成31年1月1日現在有効な運賃・規則を基準としており
ます。
【手配旅行旅行契約】 ・・・・・ 弁当プラン適用
弁当は名鉄観光サービス㈱（愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目14-19観光庁長官登録旅行業55号・以下「当社」とい
う）がお客様の依頼により、旅行サービスを受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
（旅行の申し込み及び契約成立）
所定の申込書に必要事項を記入の上、FAX又はEメールにてお申し込みください。また、指定の期日までに代金をお振込みく
ださい。本大会は組織募集であり、主催者が確定しているため、旅行契約は申込金なしであっても、申込書面を頂いた時点で成
立するものとします。
（当社の責任）
当社は、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日か
ら起算して２年以内に当社に通知があった場合に限ります。
次に例示するような事例により損害を被られた場合は、原則として当社は責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・
宿泊機関の事故もしくは火災、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、運送機関の遅延、不通、旅行サービス機関
の争議行為、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、及び自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
（お客様の責任）
当社は、お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が
損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

8．お問合せ・お申込み先
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