平成３０年度 九州中学校体育大会
第４７回九州中学校バドミントン競技大会
宿 泊 ・ 弁 当 申 込 要 項
～ご旅行の取扱いは，名鉄観光サービス（株）鹿児島支店が旅行企画・実施する『募集型企画旅行』です。～
旅行条件は平成 30 年 4 月 1 日現在を基準とします。
（別紙のご旅行条件書をご確認下さい。）
添乗員は同行しません。

１．基本方針
平成３０年度九州中学校体育大会の宿泊及び昼食の確保に万全を期する事を目的とし，次のように定めます。
（１）宿泊・弁当等の取扱いにつきましては平成３０年度九州中学校体育大会鹿児島県実行委員会（以下「実行委
員会という）の基本方針に従って実施します。
（２）この要項の適用対象者（以下「大会参加者」）は平成３０年度九州中学校バドミントン競技大会に参加する選
手・監督・コーチ・引率教員・応援中学生・役員（視察員含）
・一般応援者・保護者（小学生も含）とします。
（３）大会参加者指定宿舎に宿泊する事とします。尚，指定したホテルの変更は原則として承ることができません。
（４）変更によって生じた紛議や損失は，任意に宿泊を変更したものがその責任を負うことになります。
（５）ご旅行の取扱いは，実行委員会が指定した「名鉄観光サービス（株）鹿児島支店」
（以下，「宿泊センター」
という）が担当します。必ず宿泊センターを通じてお申し込み等を行ってください。

２．取扱期間
平成３０年８月４日（土）～８月７日（火） ４日間（大会前日泊と閉会式後の宿泊を含みます）
※但し，災害等特別な事由が生じた場合は，別途考慮します。

３．宿泊について
（１）

旅行代金（宿泊代金）
（１名あたり定員利用）

参加者区分
選手・監督・コーチ・引率教員・
応援中学生・一般応援・保護者

宿泊区分
A
B
A

応援子ども（小学生）
B

食事条件
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

料金（税込）
7,000 円
8,500 円
6,000 円
7,500 円
6,500 円
8,000 円
5,500 円
7,000 円

部屋タイプ
シングル・ツイン・トリプル・
和室のいずれか

シングル・ツイン・トリプル・
和室のいずれか

■最少催行人員 1 名
①
②
③
④
⑤

ホテルタイプのツイン・トリプルルーム使用の場合，エキストラベッド対応になる場合があります。
旅行代金には，旅行日程に記載された宿泊費，食事代，及び消費税等諸税を含みます。
小学生も同料金となります。また未就学児につきましては「宿泊センター」にお問い合わせ下さい。
宿泊施設を指定してのお申し込みは受付できません。宿泊区分（Ａ・Ｂ）にてお申し込みください。
禁煙ルームは選手の方へ優先的にご案内させて頂きますが，空室状況により喫煙ルームの消臭対応となる
場合がございます。予めご了承くださいますよう宜しくお願いいたします。
（２）早着・遅着の取扱い
チェックインは１５：００以降，チェックアウトは１０：００以前を原則とします。
それ以前・以降の場合は追加料金がかかる場合があります。
（３）欠食控除の取扱い
朝食の欠食はできません。また申込以降の夕食欠食は原則的に受付できません。
（４）配宿について
① 配宿は大会本部と協議の上，行います。各宿泊区分及び宿泊施設の収容人員が満員に達した場合，止むを
得ず希望外または利用宿泊施設以外へ配宿を行うことがあります。予めご了承ください。
② 宿泊施設は駐車場を有しない施設が多い為（有する場合でも有料）駐車料金がかかる場合があります。
③ 配宿は選手・監督・コーチ・引率教員を最優先いたします。また応援中学生・一般応援・保護者につきま
しては可能な限り選手等と同じ宿泊施設に配宿いたしますが，収容人員が満員に達した場合，他の宿泊施
設をご案内することがあります。
―
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４．弁当の取扱いについて 【募集型企画旅行には該当いたしません】
（１）平成３０年８月５日（日）～７日（火）の間，１食７００円（税込・お茶付き）でご希望により手配します。
なお，ご予約以外の当日の販売は行いませんのでご了承ください。
（２）弁当の引き換えは「競技場指定弁当引換所」にて学校毎にて１０：３０～１２：３０の間に行います。
（３）弁当受け取り後１時間以内に必ずお召し上がりください。
（４）弁当の空き容器は引換所に１４：３０迄に持参してください。
（５）会場周辺は飲食施設が限られますので，お弁当のご注文をお勧めいたします。
（６）食中毒防止のため受け取りに来られないお弁当につきましては１４：３０をもって廃棄させて頂きます。

５．変更・取消料規定について※取消日基準時間は 17：30 まで（17：30 を過ぎた場合は翌日受付扱いとさせて頂きます）
取消日
取消料
旅行開始日前日から起算して4日目に当たる日迄の解除
無料
旅行開始日前日から起算して3日目に当たる日から2日目に当たる日迄の解除
旅行代金の
20%
旅行代金 旅行開始日前日の解除
旅行代金の
30%
旅行開始日当日の午前10時までの解除
旅行代金の
50%
旅行開始日当日の午前10時以降の解除・無連絡
旅行代金の 100%
昼食受取日の前日16時までの解除
無料
お弁当
昼食受取日の前日16時以降の解除
昼食代金の 100%
（１）宿泊のお取消に関しては初日から起算いたします。２泊目以降のお取消に関しては旅行開始以降となり，宿
泊代金の１００％となります。営業日・営業時間外にお申し出の場合は翌営業日となります。
（２）お弁当取消料規定は，宿泊取消料と異なりますのでご注意ください。
（３）宿泊人員の変更について
最初に提出された申込書に変更事項を明記のうえ「宿泊センター」宛にＦＡＸをお願いいたします。
(４) 弁当の追加・変更について
前日１６：００までに，
「宿泊センター」宛に最終の必要個数を必ずご連絡ください。ご連絡が無い場合は
当初のお申込み個数でのお渡しとなります。

６．お申し込み方法
(１) お申し込み方法について
出場が決定次第，所定の「申込用紙」にご記入の上，ＦＡＸにて下記「宿泊センター」宛にお申込みください。
あわせて，ＦＡＸ申し込みの到着確認の電話をお願いいたします。
(２) 申し込み締切日について 平成３０年７月３１日（火）１７:００迄
(３) 宿泊・弁当の確認書発送について
配宿決定次第，ご記入頂いた「学校様」宛に「宿泊決定通知書・弁当確認書・請求書」等をＦＡＸ致します。
(４) お支払について
配宿決定通知後の請求書に基づき，平成３０年８月４日（土）までに，学校名にて弊社指定口座へお振込み
ください。お手数ですが振込手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます。

〔指定口座〕 みずほ銀行 第五集中支店 普通
メイテツカンコウサービス（カ

０１７０８７８

(５) ご返金について
振込後，変更・取消などにより返金が生じた場合，大会終了後，申込書にご記入頂いたお客様指定の口座へ
お振り込みいたします。
(６) 領収書発行について
領収書は，原則として大会終了後郵送にて送付させて頂きます。宿泊決定通知書等とあわせて「領収書発行
依頼書」をＦＡＸ致しますのでそちらにご記入のうえＦＡＸにてご返送をお願いいたします。

●お問い合わせ・お申込み先●
名鉄観光サービス（株）鹿児島支店 『平成 30 年度九州中学校バドミントン競技大会 宿泊センター』
観光庁長官登録旅行業第５５号・日本旅行業協会正会員
〒892-0846 鹿児島市加治屋町 18-8 三井生命鹿児島ビル 4 階
ＴＥＬ０９９－２２７－１３１１ ＦＡＸ０９９－２２７－１７５８
営業時間：９：００～１７：３０（土・日・祝祭日休業）
旅行業務取扱管理者：飯田 祐明
S18-0510
承認コード
担当：中村（なかむら）
・宮迫（みやさこ）
E-mail アドレス：naruhito.nakamura@mwt.co.jp
名鉄観光ホームページ http//:www.mwt.co.jp
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７．宿泊施設
宿泊
区分

地図
番号

宿泊施設名

会場までの
距離（目安）

部屋
タイプ

①

ホテルタイセイアネックス

鹿児島市中央町 4-32
099-257-1111

約 2km

洋室

②

ホテルマイステイズ鹿児島

鹿児島市山之口町 2-7
099-224-3211

約 3km

洋室

③

ホテルレクストン鹿児島

鹿児島市山之口町 4-20
099-222-0505

約 3km

洋室

④

アイホテル鹿児島天文館

鹿児島市呉服町 1-3
099-227-5611

約 3km

洋室

⑤

ホテルリブマックス鹿児島

鹿児島市小川町 15-1
099-216-3220

約 4km

洋室

⑥

ホテル吹上荘

鹿児島市照国町 18-15
099-224-3500

約 3km

和室

⑦

温泉ホテル中原別荘

鹿児島市照国町 15-19
099-225-2800

約 3km

和室

⑧

ﾍﾞｽﾄｳｪｽﾀﾝﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ鹿児島ﾘｿﾞｰﾄ

鹿児島市鴨池新町 22-1
099-257-2411

約 7km

洋室

⑨

かごしま第一ホテル鴨池店

約 7km

洋室
和室

⑩

かごしま第一ホテルきしゃば店

約 5km

洋室
和室

⑪

ホテル鴨池プラザ

約 5km

洋室
和室

A

B

住所
電話番号

鹿児島市鴨池新町 18
099-256-2900
鹿児島市下荒田
4-48-39
099-284-0005
鹿児島市鴨池 1-53-2
099-251-7000

備考

(本部宿舎)

※宿泊施設を指定してのお申し込みは受付できません。宿泊区分（Ａ・Ｂ）にてお申し込みください。

８．その他
(１)
(２)

ホテル駐車場は台数が少ない為，別途有料駐車場をご利用して頂く場合もございます。
今大会における計画輸送バス(会場⇔宿舎間など)の予定はしておりません。大会会場までは，各チームで
ご来場いただくことになります。

個人情報の取り扱いについて
当社は，お申し込み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の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
上記以外の目的で本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。
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