
第６７回（2016年度）日本実業団水泳競技大会 
◇ ◇◇ 宿泊・弁当のご案内 ◇◇◇ 

 

 

この度、高知県にて開催されます「第67回（2016年度）日本実業団水泳競技大会」へのご参加を心より 

歓迎申し上げます。 

ご参加されます皆様方の宿泊・昼食弁当の申し込み受付を株式会社ＪＴＢ中国四国高知支店にて 

担当することとなりました。つきましては以下ご案内を参照のうえ、お早めにお申込みいただきますよう

お願い申し上げます。 
 

１．宿泊のご案内 
 

■ 宿泊設定日：８月５日（金）・６日（土） 

■ ご旅行（宿泊）代金は 1泊朝食付き（税・サービス料込、お一人様あたり）  
・全ホテル、２食付き設定はございません。また朝食欠食でもご返金はございません。 

・注意：ホテルNo.1については素泊り設定のみとなります：朝食は付いておりません。 

     ・注意：会場までの送迎は付いておりませんので各自手配のうえ、ご移動ください。 

＜宿泊プラン料金表＞ 

ランク 申込記号 部屋タイプ 
旅行代金 

（宿泊料金） 
施設名 

会場までの

時間 

Ｓ 
Ｓ－Ｓ ｼﾝｸﾞﾙ（1名1室利用） ￥12,000 ホテル日航高知旭ロイヤル 

ザクラウンパレスホテル新阪急高知 
車で30分 

Ｓ－Ｔ ﾂｲﾝ（2名1室利用） ￥11,500 

Ａ 

Ａ－Ｓ ｼﾝｸﾞﾙ（1名1室利用） ￥11,000 

リッチモンドホテル 

高知ホテル 
車で30分 Ａ－Ｔ ﾂｲﾝ（2名1室利用） ￥9,500 

Ａ－Ｗ ﾀﾞﾌﾞﾙ（1名1室利用） ￥15,000 

Ｂ 

Ｂ－Ｓ ｼﾝｸﾞﾙ（1名1室利用） ￥9,000 

土佐御苑 

ブライトパークホテル 

オリエントホテル高知 

高知パレスホテル 

西鉄イン高知はりまや橋 

ホテルアベスト高知 

高知グリーンホテル 

サザンシティホテル 

三翠園 

コンフォートホテル 

ホテルタマイ（会場まで車で50分） 

車で30分 
Ｂ－Ｔ ﾂｲﾝ（2名1室利用） ￥8,500 

Ｂ－Ｗ 和室（1～3名1室利用） ￥9,000 

Ｃ 

Ｃ－Ｓ ｼﾝｸﾞﾙ（1名1室利用） ￥7,800 

ホテルロスイン高知 

須崎プリンスホテル（会場まで車で50分） 
車で30分 Ｃ－Ｔ ﾂｲﾝ（2名1室利用） ￥7,500 

Ｃ－Ｗ 和室（1～3名1室利用） ￥7,500 

Ｄ 

Ｄ－Ｓ ｼﾝｸﾞﾙ（1名1室利用） ￥7,000 ホテルNo.1高知（素泊設定の料金） 

高知さくらホテル 

ウェルカムホテル高知 

ビジネスホテル空港（会場まで車で15分） 

車で30分 Ｄ－Ｔ ﾂｲﾝ（2名1室利用） ￥6,500 

Ｄ－Ｗ 和室（1～3名1室利用） ￥7,000 

㈱ＪＴＢ中国四国が企画・実施する募集型企画旅行です。（最少催行人数：シングル1名，ツイン2名， 

和室1～3名：定員による）（添乗員は同行いたしません。各宿泊施設のチェックイン手続きはお客様ご自身 

で行っていただきます。） ※ランクにつきましては弊社基準です。 

 

＜案内事項＞ 

 ・本宿泊プランは，ホテルグレード毎にて料金を設定しています。 

  ご希望プランに準じて，同グレードホテルにて配宿させていただきます。 

高知市内のホテルはシングルが十分にございません。ご参加の皆様にはご不便をおかけしますが， 



ツイン・トリプル・旅館タイプに，配宿する可能性がありますのでホテル及び部屋タイプのご指定は 

お受けいたしかねます（一部のホテル除く）。予めご了承下さい。 

 ・各宿泊プランは，申込み順にて満室となり次第，受付を締め切らせていただきます。 

 ・ご希望に沿えない場合は，別プラン（グレード）にてご提案させていただくことがございます。 

 ・ツインは２名様利用となります。同室希望者名を申込書備考欄にご記入下さい。和室（相部屋）の場合も同様

に，同室希望者名を申込書備考欄にご記入下さい。 

  ・一部のホテルでは食事なしの設定、または朝食が軽食の場合がございます。 

  （例：ホテルの無料サービスとして軽食，有料ではあるが簡単な軽食など） 

 ・最少催行人数 ：シングル1名，ツイン2名，和室1～3名：定員によります。 添乗員は同行いたしません。 

 ・本大会の宿泊は株式会社ＪＴＢ中国四国が企画・実施するものであり，お申込みいただくお客様は，弊社と募

集型企画旅行契約を締結することになります。 

  詳しくは旅行条件書をご確認下さい。 

 

２．お弁当のご案内 
（１）設定日：平成２８年８月５日（金）・８月６日（土）・８月７日（日） 

（２）弁当代：１個９５０ 円（税込・お茶付） 

 ◇会場付近には食事箇所が少ないため、お弁当注文をお勧めいたします。 

 ◇当日販売はございませんので事前にお申込みください。 
弁当のお手配は旅行契約ではございません。手配先との取り決めにより、以下の取消料を適用させて 

いただきます。取消料は５．取消料について をご参照ください。 

３．お申込み方法 
■ 別紙申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ（092-751-4098）または郵送にてお申込みください。 

■ 電話によるお申込みは誤手配等のトラブルの原因になりますので、ご遠慮ください。 

変更や取消・追加についても必ず書面にてＦＡＸでご連絡ください。 

お申込締切日：平成２８年７月１日(金) 必着 

４．請求書、宿泊確認証等の送付並びにお支払方法について 
◎お申込受付後、受領確認書面を弊社から、ＦＡＸまたは郵送にてお送りいたします。 

 請求書、宿泊確認証等関係書類は ７月１１日（月）頃に 郵送にてお送りいたします。 

◎書類等が届きましたら内容をご確認のうえ、請求書に記載の指定口座へお振込みにて 

７月２２日（金）までにお支払ください。 

振込手数料は、お客様にてご負担くださいますようお願いいたします。 
 

５．取消料について ご予約のお取消の場合、１ 名様につき下記取消料を頂きます。 
 

取消日 21日前まで 20～8日前 7～2日前 前日 当日 
無連絡及び 

旅行開始後 

宿泊 無料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

 

取消日 前日 14：00まで 前日 14時以降、当日および無連絡 

弁当 無料 １００％ 

※上記の当該日数は、ご利用日の前日から起算した日数とさせていただきます。 

※土日祝日、営業時間外の変更、取消は、翌営業日扱いとなりますので、ご注意下さい 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

企画・実施 ：株式会社ＪＴＢ中国四国 

受付業務代行：株式会社ジェイティービービジネスサポート九州 コンベンションサポートセンター 

「第６７回（２０１６年度）日本実業団水泳競技大会」係 
〒810-0072 福岡市中央区長浜1-1-35 新ＫＢＣビル６階 

ＴＥＬ 092-751-2102  ＦＡＸ 092-751-4098 

営業時間：(月～金) 9:30～17:30  土、日曜日・祝日：休業 

福岡県知事 登録第3-581 総合旅行業務取扱管理者：西村 昭郎 
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。この旅行契約に関し、 

担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく下記の取扱管理者にお訊ね下さい。 

            

FAX(099) 239-6090  TEL(099)227-5205 

◆ お問合わせ先 



観

  ＪＴＢ中国四国          

  

観光庁長官登録旅行業 1 7 6 9 号    

日 本 旅 行 業 協 会 正 会 員

広島市中区紙屋町2-1-22〒730-0031 
 

旅行企画・実施 

ご旅行条件（要約） 

 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は（株）ＪＴＢ中国四国（広島県広島市中区紙屋町 2-1-22 観光庁長官登録旅行業第 1769 号。以下「当

社」という）が企画・実施する旅行であり、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（以下「旅

行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全

文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

●旅行のお申し込み及び契約成立時期 

（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 

（２）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ときに成立するものとします。 

●旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって１３日目にあたる日より前（もしくは当社が指定する期日までに）

にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、

取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がな

い限り、お客様の承諾日といたします。 

●取消料 

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、各箇所記載の金額を取消料として申し受けます。 

●特別補償 

    当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別

補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷

物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 

・ 死亡補償金：１５００万円  ・入院見舞金：２～２０万円  ・通院見舞金：１～５万円 

・ 携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。） 

    身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に 

      生ずる中毒書状（継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みます。 

ただし、細菌性食物中毒は含みません。＜免責事項＞ 

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や

取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行

条件とは以下の点で異なります。 

（１） 契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail等電子承諾通知

を利用する場合は、その通知がお客様の到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効

期限」等を通知して頂きます。 

（２） 「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利

用日は「契約成立日」とします。（但し、成立日が旅行開始前日から１４日目にあたる日より前の場合は「１

４日目（休業日にあたる場合は翌営業日）」とします。）また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」

とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取

消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して 7 日間以内をカード利用日として払い戻します。） 

（３） 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解

除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅

行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 

●個人情報の取扱について 

 

当社は、旅行申込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に手続に必要な範囲内で利用させていただきます。また、大会運営に伴い大会主催

事務局へ情報を提出し利用させていただきます。 

●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は2016年6月1日を基準としています。又、旅行代金は2016年6月1日現在の有効な運賃・規則を基準

として算出しています。 
 

 
              

                           
 

 
 

 

  



 
申込み締切日：平成２８年７月１日（金）ＦＡＸ：０９２－７５１－４０９８ 

第６７回（2016年度）日本実業団水泳競技大会 
◇◇◇ 宿泊・弁当 申込書 ◇◇◇ 

都道府県  チーム名  勤務先  

書類送付先 

住所 

〒    －        
（勤務先・自宅）←どちらかに○をつけてください 
 

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

フ リ ガ ナ 

申込代表者 
 

携帯番号  

メール 

アドレス 
 

 

 

フ リ ガ ナ  
性
別 
 

年

齢 

宿泊 
弁当 

備考 
同室希望者名等 

氏    名 
宿泊日 希望ホテル 

８/５ 
（金） 

８/６ 
（土） 

第一 

希望 

第二 

希望 

８/５ 
（金） 

８/６ 
（土） 

８/７ 
（日） 

 

記
入
例 

コウチ ﾊﾅｺ 

女 32 〇 × B-S C-S × ○ ○  
高知 花子 

１ 

           

 
 

２ 
           

 
 

３ 
           

 
 

４ 
           

 
 

５ 
           

 
 

以下にご記入（○印とご記入）をお願いいたします。  
◆来県利用交通機関（  ＪＲ  ・  航空機  ・   持込車両（下に台数記載）  ・  その他   ） 
 
◆宿泊施設への持込車両 １．バス（大型／中型／小型   ：台）  ２．ＲＶ・ワゴン車（   台） 
            ３．乗用車（   台）           ４．その他 
≪通信欄≫ 
 
 
 
≪お申込・お問合せ先≫ 

企画・実施 ：株式会社ＪＴＢ中国四国 
受付業務代行：株式会社ジェイティービービジネスサポート九州 コンベンションサポートセンター 
「第67回（2016年度）日本実業団水泳競技大会」係 
TEL：092-751-2102/FAX：092-751-4098 
〒810-0072 福岡市中央区長浜1-1-35 新KBCビル6F 
営業時間：月～金 9：30～17：30（土日・祝日：休業） 
※営業時間外の変更・取消は翌営業日の取扱となりますのでご注意ください。  

※変更・取消の場合は、この用紙の加筆の上、 FAXにてご連絡下さい。 
※確認のため、控え（コピ-）をお手元に保管下さい。 
※6名以上の場合は、コピーしてご利用ください。 


