
 

謹啓 皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度は、『第７回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会』が開催されますことを心よりお喜び申し 

上げます。 

本大会の開催にあたりまして、来場される皆様の宿泊・弁当の手配を弊社が担当させていただきます。 

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。 

謹白 

 

 （株）近畿日本ツーリスト東北 

  郡 山 支 店  

支店長  岡 定寛 

 

記 

 

１． 宿泊のご案内（株式会社近畿日本ツーリスト東北 郡山支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です。 

お申込みの際には、詳しい国内募集型企画旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容を 

事前にご確認のうえお申込みください。） 

 

 宿泊設定日：２０２１年７月１５日（木）～７月１８日（日）の４泊分をご用意しております。 

 宿泊条件について： 

 ○ご案内の旅行代金は全て１泊１名あたりの料金です。（朝食付または夕朝食付、室料（バス・トイレ付）、 

  サービス料、消費税込み） 

 ○シングルの代金は１名１室でお１人様１泊あたりの料金です。なおツインの代金は２名１室でお一人様 

１泊あたりの料金、トリプルの代金は３名１室でお一人様１泊あたりの料金です。 

 ○ツインでの相部屋希望はお受けできません。 

 ○禁煙・喫煙のご希望については、満室等予約状況によりご希望に沿えない場合もございます。予めご了承 

ください。 

 ○旅行代金に含まれるもの：①宿泊代金、②サービス料・税金、③朝食代、一部ホテルは夕朝食代 
 ○旅行代金に含まれないもの：上記以外は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。①個人的性質の費用：飲食代、クリーニング代、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 
 ○最少催行人員：１名 

 ○添乗員は同行いたしません。 

 ○「宿泊施設一覧」をご確認いただき、別紙申込書に必要事項を記入の上、弊社までお申し込みください。 
 ○申込書には第３希望までご記入ください。 
 ○配宿につきましては、申し込み順での受付になります。希望施設及び宿泊の収容人員が満室に達したとき 
  は、やむを得ず希望外施設へご案内する場合がございます。あらかじめご了承ください。 
 ○お申込み区分は「大人・こども（ベッドあり同旅行代金）・添い寝（未就学児）」となります。 
 ○食事内容・食事時間につきましては宿泊施設一覧をご確認ください。朝食開始可能時間は各施設の一番 
  早い設定時間にて掲載しております。 
 ○車輌（自家用車・バス）の駐車料金は各施設にて現地精算をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

第 7 回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会 福島県大会 

【宿泊・弁当のご案内】



 

 

 

＜旅行代金：宿泊施設について＞ 

 ■宿泊設定日 ２０２１年７月１５日（木）～７月１８日（日）４泊 

 【１泊朝食付又は１泊２食付】※ご希望の申込ランク（Ｓ～Ⅾ）を第３希望まで申込書にご記入ください。 

【定員利用の場合のサービス料・税金込お一人様当たりの金額】 

【お部屋はシングル、ツイン、トリプルおよび和室でご用意いたします】 

 

 

※（  ）はこども旅行代金（小学生）、＜  ＞は添い寝旅行代金  ※全部屋バス・トイレ付 

※２泊以上の宿泊をご希望の場合には、泊数に応じた旅行代金が必要となります。 
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２．日程表のご案内 

  行 程 

スケジュール 
1日目 宿泊ホテル（泊） ※各自チェックインください。 

2日目 宿泊ホテル（発） ※各自チェックアウトください。 

※上記は 1泊あたりの日程表となります。ご希望に応じて 4泊までお受けいたします。 

【食事回数】2食付…朝 1回、夕 1回 朝食付…朝 1回 ※1泊につき左記回数の食事が付きます。 

 

３．弁当のご案内（日替わり弁当：パック茶付） 

 設定日：７月１６日（金）、７月１７日（土）、７月１８日（日）の３日間 

 ○料金：７００円（1食・税込） 

 ○引換：宝来屋郡山総合体育館内ツアーデスクにて１１：００～１３:００の間に行います。 

  （空箱も回収いたします。１５：００までにツアーデスクへご持参ください。） 

 ※引換場所（ツアーデスク）で、弊社からお送りする「予約内容確認書」を係員に提示して下さい。 
※お弁当のお申し込みは旅行契約には該当いたしません。 

４．変更・取消について  

 お客様からのお申し出による取消料は以下の通りになります。 
 【宿泊】 

                 

          取消日 

                       

宿泊取消料 

１）ご利用日の前日から起算して 20～8日前 旅行代金の 20％ 

２）ご利用日の前日から起算して 7～2日前 旅行代金の 30％ 

３）前日の解除 旅行代金の 40％ 

４）宿泊当日の旅行開始前まで 旅行代金の 50％ 

５）当日の旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 ※宿泊の取消料については 1泊目から起算します。2泊目以降の取消については旅行開始後となり取消料は

旅行代金の 100％となります。 

 

 【弁当】 
 

取消日 

 

弁当取消料 

１）前日の 13:00まで 無 料 

２）前日の 13:00以降または無連絡 弁当代の 100％ 

 

 ○お申込み後の変更・取消は、速やかに弊社までファックスまたはＥメールにてご連絡ください。 

  お申込書に変更・取消内容をご記入の上、送信して下さい。 

 ○原則、電話による変更・取消は、お受け出来ませんのでご了承下さいませ。 
  （営業時間外のお申し出は翌営業日の取り扱いとなりますのでご了承ください。） 

 

５．お申込み・お支払方法について 

 ○上記の案内をご一読の上、別紙「宿泊・弁当申込書」と「宿泊者名簿」をＦＡＸまたはＥメールにて 

  ６月１０日（木）までにお申し込みください。（宿泊・お弁当共通） 



  ※お申込み受付後に受付書をＦＡＸにてご連絡致します。弊社からの受付書が送信後 3日以内に 

   届かない場合は、お手数ですが一度お問い合わせください。 

 ○申込受付後、1 週間以内を目途に「宿泊・弁当予約確認書」「請求内訳書」をＦＡＸにてご連絡致します。 

 ○請求書にもとづき６月２５日（金）までにご旅行代金の振込をお願い致します。 

  ※恐れ入りますが、振込みの際の手数料はご負担頂きますようお願い申し上げます。 

  ※振込み先金融機関につきましては、後日ご連絡いたします「請求書」をご覧ください。 

〇旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し旅行代金を受領した時に成立するものとします。 

お振込みの際は請求書に記載の５ケタの番号をお振込み名の前に付けてください。 

  ※ご入金確認に相違の無いようご協力宜しくお願いいたします。 

  （例）近畿トランポリンクラブ様 5 ケタ番号「12345」 の場合 

    ⇒お振込み名 『12345近畿トランポリンクラブ』のようにお願いいたします。 

 

６．領収書の発行について 

 弊社では、金融機関発行の『振込金受領書』を持ちまして領収書に代えさせていただきます。 

 なお、別途弊社領収書の発行を希望される場合は、別紙『領収書発行依頼書』ご記入の上、ご出発前までに 

 ファックスまたはＥメールにてご指示下さい。 

 ※領収書はご依頼順に発行後、当日ツアーデスクでのお渡し、又は後日郵送いたします。 

 

７．お申込先およびお問合せ先について 

〈旅⾏企画・実施〉 
 
  観光庁⻑官登録旅⾏業第 1925 号 
  株式会社近畿⽇本ツーリスト東北 郡⼭⽀店 
  〒963-8004 福島県郡⼭市中町 5-1 ⽇本⽣命郡⼭中町ビル 5Ｆ 
  TEL：０２４−９２３−１２５０ FAX：０２４−９２３−１２９７ 
  E-mail：koriyama@or.knt-th.co.jp 
  営業時間：⽉〜⾦曜⽇９:３０〜１７:３０（⼟⽇祝⽇休業） 
  営業時間外等の取消・変更は翌営業⽇の扱いとなります。 
  ⽀ 店 ⻑：岡 定寛 
  総合旅⾏業務取扱管理者：⽯岡 政美 
  「⼤会お問合せ担当者」担当：上野・⼭野辺 
  ＊総合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に関する責任者です。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総合旅⾏業務取扱管理者にご質問ください。 

■お客様の責任 
１、お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。 
２、お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 
３、お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに 

当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 
■特別補償 
  当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中に 

急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び 
見舞金を支払います。 

■個人情報の取扱いについて 
 １、当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）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、当社の旅行契約の責任、事故時の費用等を担保する 
   保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。 
   これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。 
 ２、当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、当社グループ 
   企業および販売店と共同利用させていただきます。当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。 
    住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス 

 



 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ください。 
  （株）近畿日本ツーリスト東北 個人情報保護方針：http://www.knt-th.co.jp/privacy/ 
   個人情報管理責任者：髙橋 生久子 

          旅行条件基準日：2021 年 5 月 10 日  登録番号 1595-21-05-0002  


