
第 68回 青森県中学校体育大会夏季大会 

三八・上十三地区 開催競技 

〔宿泊プラン・弁当申込要項〕  
 

大会開催期日：平成２９年７月１５日（土）～７月１７日（月） ３日間 

 

『第 68回青森県中学校体育大会夏季大会』の開催にあたり、参加される皆様の宿泊・お弁当の手配を、 

㈱近畿日本ツーリスト東北 八戸営業所にて担当させていただくこととなりました。 

参加されます選手の皆様が全力で競技できますよう、万全の体制で取り組ませていただきます。 

つきましては下記の要項にてお申込み下さいますよう願い申し上げます。 

                                  ㈱近畿日本ツーリスト東北  

八戸営業所 

           

 

  

■ご旅行代金（宿泊プラン）※生徒、引率、乗務員、保護者すべて同額   ※別紙 宿泊先一覧 参照 

■宿泊日：平成２９年７月１５日（土）・７月１６日（日） ２泊 

■添乗員：同行いたしません。   ■最少催行人員：１名 

■宿泊条件：１泊２食付（消費税・サービス料・通信連絡費・企画料金を含む）１名当りの金額です。 

※上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要となる費用を例示します。 

個人的性格の費用：（1）飲食代・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代・電話代など（2）傷害、疾病に関する医療費（3）任意の旅行傷害保険 

※特定のホテル及び部屋タイプにご希望が集中した場合、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。 

（第3希望まで必ずご記入下さい） 

※配宿先と部屋割りにつきましては一任させていただきます。原則として定員利用とし、引率者と生徒が同室になることが 

ないよう配慮します。 

※食物アレルギーのお客様がいる場合は、事前にお申込書備考欄にご記入ください。別途ご相談をし、対応食を手配致します。 

※当日取消の可能性があるチームは申込書備考欄へご記入ください。 

※駐車場の予約が必要な場合は、お客様ご自身でホテルへご連絡ください。 

 

 

 

■昼食取扱日：平成２９年７月１６日（日）・７月１７日（月） 【２日間】 

■内容・料金：１食 ７５０円 （日替わり幕の内弁当、お茶付き 消費税込み） 

※会場付近の食事施設は混み合いますので、お弁当のお申込みをお勧めします。当日販売はございません。 

※お弁当は会場にてお渡し致します。お申込み後にお送りする予約確認書を受付にご提示下さい。 

お渡し時間：１１：００～１３：００ 

※弁当の空箱回収を行います。１４：３０までに受付にご持参いただけますようご協力をお願い致します。 

※食物アレルギーのお客様がいる場合は、事前にお申込書備考欄にご記入ください。 

別途ご相談をし、対応食を手配致します。 

 

 

■別紙申込書に必要事項をご記入の上、近畿日本ツーリスト東北 八戸営業所へＦＡＸ または メールにてお申込

み下さい。電話による受付は行っておりません。 

■弊社が大会参加者の個人情報を、大会参加者との連絡や宿泊機関等の手配の為に利用させていただく他、必要

な範囲において当該機関等へ提供することを同意の上、チェック欄にご記入下さい。 

■『新規・変更・取消』の際は日付けの記入をお願いいたします。 

■学校以外に書類の送付先の希望がございましたら、連絡事項欄にご記入下さい。連絡先もご記入下さい。又、

今後宿泊等に関して緊急にご連絡を取らせていただく場合がございますので、差し支えがなければ携帯電話番号

をご記入いただければ幸いです。 

１.宿泊のご案内 （募集型企画旅行契約） 

２.昼食弁当のご案内  

３.お申込み方法 



■『宿泊希望施設』はご希望エリアと宿泊コードのみご記入いただき、第３希望までご記入下さい。 

■宿泊をお申込みの際は『宿泊・弁当申込書』と『宿泊者名簿・宿泊確認事項』の２枚をご提出ください。 

 

 

 

■平成２９年７月７日（金）までに、お申込み代表者のご連絡先宛へ〔予約確認書〕及び〔請求書〕を発送いた

します。予約確認書が到着いたしましたら速やかに内容をご確認ください。万が一相違の際はお手数でも早急に

弊社までご一報下さい。 

■請求書の内容をお確かめの上、請求書記載の銀行口座へ７月１３日（木）までにご入金ください。 

大変恐れ入りますが振込手数料はお客様負担にてお願い申し上げます。 

■金融機関発行の「振込金受領書」以外に別途弊社領収書をご要望の際は、予約確認書に同封いたします 

『領収書作成依頼書』に必要事項をご記入の上、弊社宛てに送信下さい。 

領収書はご郵送させていただきます。大会会場での発行はできませんので予めご了承ください。 

 

 

 

■お申込み後に変更・取消が生じた場合は、ＦＡＸにて弊社までご連絡願います。 

お申込書原本に変更・取消内容をご記入の上、送信して下さい。ご出発後の連絡は電話にてお受けします。 

■お申込み後の取り消しにつきましてはお申し出の日時により各取消料を申し受けます。ご入金後のご返金は、

変更・取消にて生じた変更・取消料を差し引いた金額を、大会終了後、銀行振込にてご返金させていただきます。 

【変更・取消料】 ※受付は弊社受付時間内とさせて頂きます。  

平日９：３０～１７：３０   それ以外は翌営業日の受付となります。 

・宿泊プラン（募集型企画旅行契約）                   ・昼食 
お申込み後、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。 

 

 

 

 

 

 

※試合結果による当日の取消については、12：00（正午）までに直接宿舎へご連絡いただきますようお願いたし

ます。また、一部施設につきましては試合結果にかかわらず上記取消料が発生いたしますので、あらかじめご了

承ください。 

 

 

 

株式会社近畿日本ツーリスト東北 八戸営業所 

〒０３１－００８６ 青森県八戸市八日町９ ダイヤビル２Ｆ 観光庁長官登録旅行業第１９２５号 ＪＡＴＡ正会員 ボンド保証会員 

ＴＥＬ：０１７８－４３－３２９６  ＦＡＸ：０１７８－４５－９３３５ 

Ｅ-mail：hachinohe@or.knt-th.co.jp  営業時間：平日９：３０～１７：３０ （土日祝日 休業） 

担当：髙畑(たかはた)・米田(まいた）・舘(たて）    総合旅行業務取扱管理者： 米田 剛 

 

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明に 

ご不明な点がございましたらご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 
※詳しい旅行条件書【https://www.knt-th.co.jp/info/yakkan/kokunai_jokensho_160408.pdf】を事前にご確認の上、お申込み下さい。 

 

 

 

 

 

パンフレット作成日：平成29年 5月 25日  承認番号：＃１５９５－１７－０５０２１ 

予約解除の日 
旅行開始日の前日から起算して 

取消料 
（旅行代金の） 

２日前の解除 ２０％ 
前日の解除 ４０％ 
旅行当日12：00までの解除 ５０％ 
旅行当日１２時以降の解除または無連絡不参加 １００％ 

解除の日 

ご利用日の前日から起算して 

昼食（料金の） 

前日12：00まで 無 料 

前日12：00以降 １００％ 

当日または無連絡 １００％ 

 申込期間：平成２９年６月１４日（水）９：００ ～ ６月２８日（水）１８：００ 

４.お申込み後の変更・取消 

８.お申込み・お問い合わせ（旅行企画・実施） 

個人情報取扱いについて 
１.当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・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等に提供いたします。 

２.当社、当社のグループ企業である近畿日本ツーリスト㈱等および販売店が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客様に 

提供させていただくことがあります。 

３.上記のほか、当社の個人情報の取り扱い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でご確認下さい。 



 
 

※別紙 宿泊先一覧 №1 

■宿泊日 平成２９年７月１５日（土）・７月１６日（日）２泊 

■ご旅行代金（宿泊プラン）１泊２食付 ※生徒、引率、乗務員すべて同額 

 

 

 

 

宿泊ｺｰﾄﾞ 旅行代金 ホテル名 部屋タイプ 

 

 

Ａ 

 

 

９，０００円 

ダイワロイネットホテル八戸 シングル 

八戸プラザホテル シングル、ツイン 

グランパークホテルパネックス八戸 シングル 
グランドサンピア八戸 シングル、和室 
ゆーゆらんど新八温泉 シングル、和室 

 

 

Ｂ 

 

 

８，５００円 

八戸ワシントンホテル シングル 
ホテルルートイン本八戸駅前 シングル、ツイン 
ホテルセレクトイン八戸中央 シングル 
ホテルサンルート八戸 シングル、ツイン 
八戸パークホテル シングル、ツイン、トリプル、和室 
八戸シーガルビューホテル花と月の渚 和室 

 

 

Ｃ 

 

 

８，０００円 

ホテルパールシティ八戸 シングル、トリプル、和室 
シティパークホテル八戸 シングル、ツイン 
スマイルホテル八戸 シングル 
ホテルイマルカ八戸 シングル、ツイン、和室 
ホテルメッツ八戸 シングル 

 

 

Ｄ 

 

 

７，５００円 

ホテルイルヴィアーレ八戸 シングル、ツイン 
ホテルイルヴィアーレ八戸アネックス シングル 
ホテルテトラ八戸 シングル 
ユートリー シングル、ツイン、トリプル 
パンションこうよう 和室 

ビジネス民宿いと車 和室 

 

 

 

 

宿泊ｺｰﾄﾞ 旅行代金 ホテル名 部屋タイプ 

Ａ ９，０００円 ホテルグランヒル シングル 

三沢シティホテル シングル、洋室、和室 

Ｂ ８，５００円 ホテルルートイン三沢 シングル 

三沢ハイランドホテル シングル、トリプル 

Ｃ ８，０００円 ホテル天水 シングル、ツイン、トリプル、和室 

Ｄ ７，５００円 ミサワインコーヨー シングル、ツイン 

ビジネスホテル ＫＯＹＯＥＮ シングル、ツイン、フォース、和室 

 

エリア 八戸市 

エリア 三沢市 



 
 

※別紙 宿泊先一覧 №2 

 

 

 

 

 

宿泊ｺｰﾄﾞ 旅行代金 ホテル名 部屋タイプ 

Ｂ ８，５００円 東北温泉 （東北町） 和室 

 

Ｃ 

 

８，０００円 

上北さくら温泉 （東北町） 和室 

温泉旅館 水明 （東北町） シングル、和室 

温泉旅館 松園 （東北町） 和室 

東八甲田温泉 （七戸町） 和室 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊ｺｰﾄﾞ 旅行代金 ホテル名 部屋タイプ 

Ａ ９，０００円 十和田富士屋ホテル シングル、ツイン、和室 

 

 

Ｂ 

 

 

 

８，５００円 

 

ホテルルートイン十和田 シングル 

十和田シティホテル シングル、ツイン、和室 

スマイルホテル十和田 シングル 

五戸まきば温泉 和室 

山川旅館 （田子町） 和室 

Ｃ ８，０００円 ホテルポニー温泉 （十和田市） シングル、和室 

清水屋旅館 （三戸町） 和室 

Ｄ ７，５００円 旅館 大阪屋 （十和田市） 和室 

 

 

エリア 七戸町・東北町

エリア 十和田市・五戸町・田子町 


