第 40 回東北中学校スケート・アイスホッケー大会
アイスホッケー競技
宿泊・お弁当・保険のご案内
大会期間

平成 30 年 12 月 22 日（土）～12 月 23 日（日）

大会開催における宿泊・弁当の手配を、北日本トラベル(株)に依頼しております。
円滑な運営管理により「第 40 回東北中学校スケート・アイスホッケー大会アイスホッケー競技」を成功さ
せたいと思いますので、ご理解とご協力をお願い致します。
第 40 回東北中学校スケート・アイスホッケー大会
アイスホッケー競技実行委員会
『第 40 回東北中学校スケート・アイスホッケー大会アイスホッケー競技』が青森県にて開催されますことを
心より歓迎申し上げます。
この度、各地から大会にご参加の皆様方のご宿泊・お弁当・保険の手配を弊社が担当させて頂くことになり
ました。下記の通りご案内申し上げますとともに、選手も皆様のご健闘を心よりお祈り申し上げます。
北日本トラベル株式会社 店長 久保 健興

１．お申込みにつて
（１）宿泊・お弁当・保険の申し込みは、別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAX にて下記の FAX 番号
宛にお送り下さい。

送信先：FAX

０１７８-４５-５１５４

【お申込み・お問合せ先】
(旅行企画・実施)
北日本トラベル株式会社 （
「第 40 回東北中学校スケート・アイスホッケー大会アイスホッケー競技」
デスク）
青森県知事登録旅行業第 2-77 号
〒031-0041 青森県八戸市廿三日町 4-1 ND ビル１F
TEL：0178-22-5151

FAX：0178-45-5154 E－Mail：njt-004@nj-travel.co.jp

営業時間平日 9:30～18:00

土曜 9:30～12:40（日曜・祝日 休業）

※大会期間中祝日のお問合せは 携帯電話 090-3128-6579 中村 まで
総合旅行業務取扱管理者：片野 治
「第 40 回東北中学校スケート・アイスホッケー大会ホッケー競技」担当：中村・西澤

◆申込受付開始

平成 30 年 11 月 12 日（月）

◆申込締切日

平成 30 年 11 月 30 日（金）１７：００必着

９：３０より

※ご出場決定後、早期お申込みにご協力お願い致します。

（２）お申込受付後、
「宿泊決定通知書兼請求書」を各学校・チームのお申込責任者様宛に FAX にてご回答
致します。

平成 30 年 12 月 3 日（月）

◆送付予定日

代金のお支払は、送信致します「宿泊決定通知書兼請求書」をご確認の上、下記指定口座までお振込
下さい。
(普通)2678438

口座番号

みちのく銀行 根城支店

口座名

北日本トラベル(株)大会デスク

片野 治

（※振込手数料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承下さい。
）

平成 30 年 12 月 10 日（月）

◆ご入金締切

※ご入金が指定期日より遅れる場合は、必ずご連絡下さい。
（３）ご送金後の変更・取消により返金が生じた場合は、大会終了後ご指定の口座に振り込みます。
※大会期間中の返金は行いませんので、予めご了承下さい。
（４）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希望の際は、
「宿泊・弁当申込書」の通
信欄に下さい。
領収書は、大会当日宿泊施設へお届けいたします。

２．宿泊のご案内（募集型企画旅行契約）
（１）宿泊期間

平成 30 年 12 月 21 日（金）～12 月 22 日(土) 2 泊【夕食・朝食付き】

（２）宿泊対象者 ①選手 ②引率 ③大会役員・競技役員 ④バス乗務員 ⑤保護者
（３）宿泊地区

八戸市内

（４）旅行代金（宿泊プラン）について
別紙１

宿泊施設一覧をご覧下さい。

基本 1 泊 2 食付です。
シングル・ツイン・トリプルにてご用意しておりますが、ツイン・トリプルの数が少ない為
シングルが中心となります。
※ご旅行代金（宿泊プラン）は、税金・サービス料・通信連絡費・企画料を含む 1 名当たりの金額です。
※最少催行 1 名 ※添乗員は同行致しません。
※旅行代金に含まれるもの：①宿泊代 ②食事代（夕・朝）
※旅行に含まないもの：下記に例示します。
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
●申込用紙に、希望ホテル名を第 2 希望までご記入下さい。
●配宿は、お申込み順に行いますので早期お申込み下さい。
※ご希望に添えますよう最大限の努力は致しますが、部屋数の都合により、次のランクへのご案内をさ
せていただくこともございますのでご了承下さい。
●配宿は、選手・監督・コーチ・引率教員の同宿を原則に致します。保護者・応援の方につきましては、
同宿の配慮は致しますが、配宿先の収容人数等でご希望に添えない場合はご了承下さい。
●部屋割りは原則として、監督・コーチ・引率教諭はシングルをご用意致します。
●チェックインは午後 3 時 00 分以降、チェックアウトは午前 10 時 00 分までを原則とします。それ以前、
以降のご利用については追加料金となる場合があります。
●宿舎の駐車場について：貸切バスご利用の場合大型・中型など申込の際に通信欄にご記入下さい。
有料にて手配させていただきます。

●上記基本旅行食事条件においての朝食の欠食控除の取扱いは致しません。
（夕食はお受けいたします。
込書の食事欠食欄にご記入下さい。
）夕食欠食の場合の代金は、宿泊施設によって異なります。詳しく
はお問合せ下さい。
●その他条件は、北日本トラベル株式会社 募集型企画旅行約款に寄ります。

３．お弁当のご案内
1個

（弁当の取扱いは旅行約款には該当しません。
）

800 円（税込）

（１）12 月 22 日（土）～12 月 23 日（日）2 日間、お弁当をご希望により準備致します。
尚、当日販売は行いませんので必ず事前に申込下さい。
（２）弁当の受取は、テクノルアイスパーク八戸で指定された弁当引換場所にて、学校名（チーム名）
をお申し出下さい。また、受取時間につきましては、11：00～13：00 の間にお願い致します。
（３）弁当の空箱回収を行います。14：30 までに弁当引換場へご持参下さい。

４．国内旅行保険のご案内
保険料金

お一人様 500 円

（１）保君申込をご希望の場合は、別紙申込書の「保険申込欄」に適用期間・加入人員・合計額を
ご記入下さい。なお、補償金額は下記の通りです。※「集合場所」～「解散場所」補償タイプ

項

目

3 泊 4 日まで

死亡後遺

入院保険

通院保

個人賠償

携行品

症害

日額

日額

責任

損害

611 万円

4,000 円

2,500 円

1,000 万円

5 万円

救援費用

臨時費用

100 万円

60 万円

※保険証券は、大会当日会場にてお渡し致します。

５．お申込み書記入のお願い
（１）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
くほか、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。
（２）
『新規・変更』欄に必ず○をお付け下さい。変更の場合でもその都度お願い致します。
（３）
『書類送付先希望』欄はどちらかに○をお付け下さい。
『自宅』に○をお付けの際は、申込代表者住所
連絡先もご記入下さい。また、今後宿泊等に関して緊急に連絡を取らせていただく場合がございます
ので、差し支えなければ携帯電話番号をご記入いただければ幸いです。
（４）
『交通手段』欄には必ず○をお付け下さい。
（５）
『希望宿泊ホテル記入欄』はご希望のホテル名をご記入いただき、必ず第 2 希望までご記入下さい。
（６）
『氏名』欄には申込者すべての方の氏名・年齢・区分（参加区分番号）をご記入下さい。
※10 名以上の場合は、お手数でも申込書をコピーの上ご利用ください。

６．宿泊・弁当の変更・取消について
（１）宿泊日前日までの変更・取消は、最初の申込書（原本）に変更・取消内容をご記入の上、すみやかに
北日本トラベルまでＦＡＸにてご連絡お願い致します。
電話による変更・取消は、原則としてお受けできませんのでご了承下さい。

（２）ご出発後の連絡は電話にてお願い致します。
（３）取消料は下記の通りです。
取消の申出区分

取消料金

宿泊が 12 月 21 日の場合

宿泊日の 4 日前まで

無料

12 月 17 日(月)まで

宿泊日の 3 日前から 2 日前まで

旅行代金の 20％

12 月 18 日～12 月 19 日

宿泊前日

旅行代金の 30％

12 月 20 日

宿泊当日、但し 12 時までに連絡あり

旅行代金の 50％

12 月 21 日 12 時まで

宿泊当日 12 時以降連絡なし不泊

旅行代金の 100％

12 月 21 日 12 時以降

弁

お渡し 2 日前まで

無料

当

お渡し前日 12 時以降及び当日

弁当料金の 100％

項目
宿
泊

７．その他
（１）弊社では大会実行委員会より委託され宿泊予約人数分の宿泊施設を確保しておりますので宿泊の
お申込みは必ず弊社にご依頼下さいますようお願い致します。
（２）お問合せ、ご相談がございましたらお気軽にご連絡下さい。

別紙１

宿泊施設一覧

宿泊施設名

ルートイン本八戸駅前

八戸プラザホテル

部屋タイプ

朝食時間

シングル・ツイン

6:30

旅行代金
（宿泊）

8,900 円

シングル・ツイン

6:30

8,300 円

シングル

6:30

8,300 円

ホテルパールシティ八戸

駐車場・料金・備考

駐車場無料
引率はシングル
選手はツインになります。

駐車場無料

大型バス 1 泊 3,000 円

◆1 泊 2 食付を基本と致します。
◆宿泊施設は、本八戸駅近くにございます。
◆各施設より大会会場テクノルアイスパーク八戸まで車で約 15 分の距離にあります。
◆大会会場までの参考タクシー料金 各ホテルより 1500 円位

