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１ 宿泊のご案内 

 

東武トップツアーズ(株)岡山支店の募集型企画旅行です。最少催行人員１名、添乗員は同行しません。 

各競技日程に合わせ、下記の日程で宿泊をご用意しております。 

水泳競技 ：２０２１年８月２７日（金）２８日（土）２９日（日） ３泊 

 

１).宿泊申込に関する注意事項 

（１） 「宿泊希望施設」は４ページ「宿泊施設・旅行代金一覧表」をご参照いただき、必ず第１～第３希望

までご記入をお願い申し上げます。（お申し込み時期により、第１～３希望のいずれのご希望にも沿え

ない場合もございますのでご了承願います。） 

 

（２） 競技別に競技会場所在地に近い区域にて配宿させていただきますが、区域によってはホテル数及び

ベッド数が限られていますので、ご希望に沿えない場合は、近郊市町の宿舎をご提案する場合がござ

います。あらかじめ事情のご理解をお願い申し上げます。 

（３） ２名１室ツイン利用でお申し込み後、同室の方がやむを得ず取り消しとなり１名１室シングルへの

変更を希望された場合でも、ホテル・客室が限られているためご希望に沿えず客室の種類を変更でき

ない場合もございます。その場合はツインのお１人利用となり、ご宿泊の方に追加代金が発生します

ので、あらかじめご了承願います。 

（４） 原則的に配宿は「日本スポーツマスターズ２０２１岡山大会宿泊・輸送本部」の配宿方針により行い

ます。なお、各宿舎ともに定員利用を基本とさせていただきます。また、連泊の場合お部屋の移動を

お願いする事もございます。 

（５） 配宿後の宿舎の変更はできません。 

（６） 原則配宿はお申し込み順に行います。特定地域・特定ホテルにお申し込みが集中した場合は、第 2･

第 3希望の施設に配宿させていただくか、近隣宿泊地をご提案させていただきます。参加選手の人員

により、同一宿舎に複数の競技の選手を配宿することがあります。 

（７） 乗用車・マイクロバス等でお越しの方は、駐車場完備の宿舎に優先的に配宿いたしますが、場合によ

っては民間有料駐車場の利用となりますので、あらかじめご了承願います。 

※申込書の「来県予定交通手段」の欄を必ずご記入ください。 

（８） 各競技会場は岡山県全域に配置されていますが、各会場周辺はホテル数・ベッド数とも限られていま

す。また、宿泊施設の内容、設備にもバラツキがあります。あらかじめ事情のご理解をお願い申し上

げます。 
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２).競技別会場一覧及び宿泊予定地 

 

日本スポーツマスターズ２０２１岡山大会 
会場・宿泊予定地 

 

競技名 会場 開催地 宿泊予定地 

開会式 ※調整中 岡山市 岡山市 

水泳 

 

(男女)  児島地区公園水泳場 

（児島マリンプール） 
倉敷市 倉敷市 

サッカー (男) 岡山県美作ラグビー・サッカー場 美作市 美作市・津山市 

テニス (男女) 浦安総合公園テニスコート 岡山市 岡山市 

バレーボール (男） 岡山市総合文化体育館 岡山市 岡山市 

六番川水の公園体育館 岡山市 岡山市 

山陽ふれあい公園体育館 赤磐市 赤磐市・岡山市 

(女) 岡山県津山総合体育館 津山市 津山市 

岡山県立津山工業高等学校体育館 津山市 津山市 

落合総合公園白梅総合体育館 真庭市 真庭市 

バスケットボール (男) ジップアリーナ岡山 

（岡山県総合グラウンド体育館） 
岡山市 岡山市 

(女) 水島緑地福田公園体育館 倉敷市 倉敷市 

自転車競技 (男女) 玉野競輪場 玉野市 玉野市・岡山市 

ソフトテニス (男女) 岡山県備前テニスセンター 備前市 備前市・瀬戸内市・岡山市 

軟式野球 (男) 倉敷スポーツ公園 

マスカットスタジアム 
倉敷市 倉敷市・岡山市 

倉敷スポーツ公園補助野球場 倉敷市 倉敷市・岡山市 

倉敷運動公園野球場 倉敷市 倉敷市・岡山市 

水島緑地福田公園野球場 倉敷市 倉敷市・岡山市 

総社市スポーツセンター野球場 総社市 総社市・倉敷市・岡山市 

ソフトボール (男) 新見市憩いとふれあいの公園 新見市 新見市・真庭市・津山市 

新見市民運動公園総合グラウンド 新見市 新見市・真庭市・津山市 

新見市哲多総合運動公園野球場 新見市 新見市・真庭市・津山市 

(女) 久米南町民運動公園多目的広場 久米南町 久米南町・岡山市 

建部町総合スポーツセンター 岡山市 岡山市 

バドミントン (男女) 総社市スポーツセンター体育館 総社市 総社市・倉敷市・岡山市 

空手道 (男女) ジップアリーナ岡山（岡山県総合

グラウンド体育館） 
岡山市 岡山市 

ボウリング (男女) サンフラワーボウル 倉敷市 倉敷市・岡山市 

ゴルフ (男) 吉備カントリークラブ 総社市 総社市・倉敷市・岡山市 

(女) 後楽ゴルフ倶楽部 岡山市 岡山市 
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３).宿泊施設及び旅行代金について 

 

（１） 旅行代金は税金・サービス料込みのお一人様、１泊当たりの代金です。 

（２） 追加の飲食及びこれに伴うサービス料・消費税等は各自にて現地でご精算ください。 

（３） 同伴ご家族様等も同一料金です。 

・ 「サービス朝食」とは、宿泊施設が宿泊者に無料で提供する軽食・朝食です。朝食を欠食されても返金はございません。 

・ 定員利用（４名以上）表記の宿泊施設は、４～１０名定員となるため、ご希望のお部屋割りに沿えない場合がございます。 

・ 使用客室は、洋室（シングル、スタジオツイン、ツイン、二段ベッド、トリプル）、和室・和洋室（定員利用）となります。 

〔申込記号〕 

１A:１室１名利用朝食付 ２A:１室２名利用朝食付 ３A:１室３名利用朝食付 ４A:１室４名以上朝食付 

１Y:１室１名利用二食付 ２Y:１室２名利用二食付 ３Y:１室３名利用二食付 ４Y:１室４名以上二食付 

１S:１室１名利用食事無 ２S:１室２名利用食事無 ３S:１室３名利用食事無 ４S:１室４名以上食事無 

〔駐車場について〕 

駐車場の有る施設には〇印、無い施設には×印を記載しております。 

宿泊施設・旅行代金一覧表（水泳） 

 

 

  

施設 交通のご案内 申込 旅行代金 申込 旅行代金 申込 旅行代金

番号 駐車場の有無 記号 1室1名利用 記号 1室2名利用 記号 1室3名利用

渋　川 60 ダイヤモンド瀬戸内 JR岡山駅より特急バス渋川行 8月27日 朝食付 １Ａ 12,100 ２Ａ 8,800

マリンホテル 終点（所要時間約75分） 8月28日 朝食付 １Ａ 12,100 ２Ａ 8,800

〇無料 8月29日 朝食付 １Ａ 12,100 ２Ａ 8,800

児　島 61 せとうち児島ホテル JR児島駅より無料送迎あり 8月27日 朝食付 １Ａ 10,850 ２Ａ 10,300

　 14:45～18:15（事前予約要） 8月27日 朝食無 １Ｓ 9,200 ２Ｓ 8,650

ＪＲ児島駅よりタクシー約8分 8月28日 朝食付 １Ａ 10,850 ２Ａ 10,300

〇無料 8月28日 朝食無 １Ｓ 9,200 ２Ｓ 8,650

8月29日 朝食付 １Ａ 10,850 ２Ａ 10,300

8月29日 朝食無 １Ｓ 9,200 ２Ｓ 8,650

児　島 62 倉敷シーサイドホテル JR児島駅より無料送迎あり 8月27日 朝食付 １Ａ 10,700 ２Ａ 10,200

15:00～18:00（事前予約要） 8月27日 朝食無 １Ｓ 9,500 ２Ｓ 9,000

ＪＲ児島駅よりタクシー約10分 8月28日 朝食付 １Ａ 12,700 ２Ａ 12,200

〇無料 8月28日 朝食無 １Ｓ 11,500 ２Ｓ 11,000

8月29日 朝食付 １Ａ 10,700 ２Ａ 10,200

8月29日 朝食無 １Ｓ 9,500 ２Ｓ 9,000

倉　敷 44 倉敷駅前 JR倉敷駅より徒歩約７分 8月27日 朝食付 １Ａ 9,500 ２Ａ 9,500

ユニバーサルホテル 〇有料・先着順1,100円 8月28日 朝食付 １Ａ 9,500 ２Ａ 9,500

☆朝食無料サービス 8月29日 朝食付 １Ａ 9,500 ２Ａ 9,500

岡　山 19 岡山ユニバーサル JR岡山駅より路面電車清輝橋行 8月27日 朝食付 １Ａ 9,500

ホテル第二別館 新西大寺町下車徒歩１分 8月28日 朝食付 １Ａ 9,500

☆朝食無料サービス 〇有料・先着順1,100円 8月29日 朝食付 １Ａ 9,500

岡　山 18 東横ＩＮＮ JR岡山駅東口より徒歩約３分 8月27日 朝食付 ２Ａ 7,150

岡山駅東口 〇有料・先着順500円 8月28日 朝食付 ２Ａ 7,150

☆朝食無料サービス 8月29日 朝食付 ２Ａ 7,150

宿泊日施設名地区名 食事条件
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４).競技会場位置図 
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５).宿泊施設位置図 
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２ 昼食弁当のご案内 

 

弁当のお申し込み（予約）は必ず宿泊のお申し込みと同時に行ってください。 

申込方法は９ページをご参照ください。 

 

（１） 現地での追加申込み（予約）について 

試合結果により追加で申込みの場合は、前日の１５：００までに会場ツアーデスクに代金を添えてお

申し込みください。 

※ツアーデスクの場所は競技プログラムに掲載します。 

※試合結果によるもの以外のご来県後のお申し込みについては、手配の都合上お受け致しかねる場

合がございます。 

 

（２） 弁当引換日 

８月２８日（土）～８月２９日（日）の２日間です。 

※弁当の引き換えは、競技開催会場となります。 

※各会場にて弁当引換所を設置いたします。（詳しくは競技プログラムに掲載します。） 

 

（３） 料金 

１食に付き 950円（お茶付き、税込み）です。 

※内容は毎日異なるものをご用意させていただきます。 

 

（４） 取消料金について 

９ページに記載しております。ご参照ください。 

 

（５） 注意点 

※弁当のお申込みは旅行契約ではありません。 

※弁当の調整にあたっては、衛生面に十分配慮しますが、必ず指定された時間までにお召し上がりく

ださい。 
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３ 交通・観光のご案内 

 

大会にご参加される皆様方のＪＲ・航空機・貸切バス・レンタカーなど交通機関の予約手配は、東武トップ

ツアーズ(株)が承ります。詳しくは、１２～１４ページの東武トップツアーズ(株)担当支店一覧より、最寄

りの支店へお申し込みください。 

 

（１） ＪＲ 

８名以上の方々が同一行程で乗車されると普通運賃が割引になります。 

「レール＆レンタカー」ご利用の場合は、運賃２割引、特急料金１割引（一部の列車、設備を除く）、また 

レンタカー代金も割引になります。 

 

（２） 航空機 

８名以上（航空会社により５名以上）の団体・グループでお申込の場合は、「割引運賃」にて手配させてい

ただきます。 

秋の連休期間となりますので、ご希望便などお早めにお申し込みください。なお、混雑によりご希望に沿え

ない場合がございますので、ご了承願います。 

 

（３） 貸切バス 

出発地あるいは岡山県内からの手配など、ご要望に応じて手配させていただきます。 

 

（４） レンタカー 

出発地あるいは岡山県内からの手配など、ご要望に応じて手配させていただきます。 

 

（５） 岡山までのアクセス（交通案内） 

《ＪＲ》岡山駅まで 

東京駅から新幹線 のぞみ号利用で約３時間１５分 

《航空機》岡山空港まで 

羽田空港から約１時間２０分、新千歳空港から約 2時間１０分、那覇空港から約 1時間 50分 

※岡山空港から・・・リムジンバスでＪＲ岡山駅（約 30分） 倉敷駅（約 35分） 

 

（６） 岡山県観光案内 

大会ご参加の際は、ぜひ岡山の魅力もご堪能ください。 

尚、観光旅行のご相談は最寄りの東武トップツアーズ(株)各支店までお問合せください。 

 

  

岡山県の公式観光サイトをご活用ください 

岡山観光WEB  

URL：https://www.okayama-kanko.jp/ 
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４ 宿泊・弁当・交通の申し込み方法のご案内 

 

（１） 申込方法 

別紙旅行条件書（P.１５記載）をあらかじめご確認の上、別紙申込書（日本スポーツマスターズ岡山

大会宿泊・弁当申込書.xlsx）に必要事項をご記入いただき、旅行申込金（１人あたり 5,000円）を添

えて、１２～１４ページの東武トップツアーズ(株)担当支店一覧より最寄りの支店へお申し込みくだ

さい。申込書は東武トップツアーズ(株)担当支店にＦＡＸ又は郵送にて送付願います。 

 

（２） 申込金の送金方法 

申込金は、東武トップツアーズ(株)各支店の「指定銀行口座」にお振込みください。 

※各支店口座番号・口座名につきましては、お申し込み受付後、担当支店より代表者様宛にご連絡さ

せていただきます。 

 

（３） 申込締切日 

２０２１年 7月 30日（金） 
 

（４） 回答・請求書の送付及び残金支払方法について 

申し込み受付終了後の予約状況は、担当支店よりご連絡いたします。 

申込締切後、8月 10日頃までに「回答・請求書」及び宿泊券・弁当引換券を東武トップツアーズ(株)

の各担当支店を経由して代表者様・個人様宛に送付あるいはお届けいたします。 

「回答・請求書」到着後、ご確認の上、残金を東武トップツアーズ(株)各担当支店の「指定銀行口

座」に請求書に記載された期日までにお振込みください。 

 

（５） 取消・変更について 

取消・変更については別紙「取消・変更依頼書」（日本スポーツマスターズ岡山大会宿泊・弁当取消・

変更依頼書.xlsx）にて東武トップツアーズ(株)各担当支店へ必ずＦＡＸまたは郵送にてご連絡くださ

い。（電話での取消・変更はお受けしておりません。） 

 

（６） 取消料について 

旅行契約の解除については、１５ページの旅行条件書を参照してください。 

<旅行取消料> 

取消日 
旅行開始日の前日から起算して 

前日 当日 旅行開始後または無連絡 
20日前～8日前 7日前～2日前 

取消料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

 

※ 宿泊について契約成立以降に解除される場合は、１泊毎に上記取消料を申し受けます。 

※ 取消日とは、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいた日とします。 

※ 大会当日の取消・変更については現地受付デスク・東武トップツアーズ岡山支店・宿泊施設いずれかに直接お申し出

ください。 

※ 宿泊当日１２時までに当支店または、宿泊施設に取消の連絡がない場合は、無連絡不参加として取り扱い、１００％の取消料

を申し受けます。また、取消時にチェックアウトが行われず、お荷物などがお部屋に残っている場合は、１００％の取

消料を申し受ける場合がございます。 

 

<弁当取消料> 

取消日 利用日の前日 15時まで 利用日前日の 15時以降 

取消料 無料 １００％ 

※ 大会当日の取消・変更については現地受付デスクに直接お申し出ください。 
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５ 「宿泊・弁当」申込書の記入方法について 

 

各都道府県の参加競技チームごとに作成してください。 

（１） 申込代表者（返信送付先）：申込代表者を記入してください。 

①連絡先住所：勤務先等、自宅以外に送付する場合は郵便物が届くように記入願います。 

②Ｔ Ｅ Ｌ：直通または内線を記入してください。 

③携帯電話番号：大会期間中のご連絡に備えて、携帯電話番号を記入してください。 

④Ｆ Ａ Ｘ：ファックス番号を記入してください。 

 

（２） 都道府県名：団体または個人が所属する都道府県名及び下記地域コードを記入してください。    
【地域コード】 

   

地域コード 都道府県名 
 

地域コード 都道府県名 
 

地域コード 都道府県名 

０１ 北海道 
 

１７ 石川県 
 

３３ 岡山県 

０２ 青森県 
 

１８ 福井県 
 

３４ 広島県 

０３ 岩手県 
 

１９ 山梨県 
 

３５ 山口県 

０４ 宮城県 
 

２０ 長野県 
 

３６ 徳島県 

０５ 秋田県 
 

２１ 岐阜県 
 

３７ 香川県 

０６ 山形県 
 

２２ 静岡県 
 

３８ 愛媛県 

０７ 福島県 
 

２３ 愛知県 
 

３９ 高知県 

０８ 茨城県 
 

２４ 三重県 
 

４０ 福岡県 

０９ 栃木県 
 

２５ 滋賀県 
 

４１ 佐賀県 

１０ 群馬県 
 

２６ 京都府 
 

４２ 長崎県 

１１ 埼玉県 
 

２７ 大阪府 
 

４３ 熊本県 

１２ 千葉県 
 

２８ 兵庫県 
 

４４ 大分県 

１３ 東京都 
 

２９ 奈良県 
 

４５ 宮崎県 

１４ 神奈川県 
 

３０ 和歌山県 
 

４６ 鹿児島県 

１５ 新潟県 
 

３１ 鳥取県 
 

４７ 沖縄県 

１６ 富山県 
 

３２ 島根県 
 

    

 

（３） 競技名：参加競技については下記競技コードと競技名を記入してください。 

【競技コード】 

競技名 男子 女子 

水泳 ０１１ ０１２ 

サッカー ０２１   

テニス ０３１ ０３２ 

バレーボール ０４１ ０４２ 

バスケットボール ０５１ ０５２ 

自転車競技 ０６１ ０６２ 

ソフトボール ０７１ ０７２ 

バドミントン ０８１ ０８２ 

空手道 ０９１ ０９２ 

ボウリング １０１ １０２ 

軟式野球 １１１   

ソフトテニス １２１ １２２ 

ゴルフ １３１ １３２ 

 



― 11 ― 

 

（４） チーム名：チームの名称、愛称などを記入してください。 

 

（５） 宿泊希望施設：４ページの「宿泊施設・旅行代金一覧表」より希望される施設番号及び申込記号を記

入してください。 

※ 必ず第３希望まで記入してください。 

 

（６） 参加者名簿 

①番  号：申込書１部で１０名まで記入できます。１１名以上の場合はコピーしてください。 

②氏  名：漢字及びフリガナ（カタカナ）楷書で記入してください。 

※大会期間中の連絡責任者に◎印、副責任者に○印を記入してください。 

③性 別 欄：男女別を記入してください。 

④年  齢：2021年５月１日現在の満年齢を記入してください。 

⑤参加区分：下記区分によるＡ～Ｆの記号を記入してください。 

⑥宿 泊 日：宿泊希望日に、４ページの「宿泊施設・旅行代金一覧表」をご参照の上、宿泊施設番

号、申込番号を記入してください。 

⑦弁    当：お申込日に○印を記入してください。１食９５０円（お茶付き、税込み） 

⑧来県予定交通手段：来県の際のご予定の交通機関を記入してください。 

⑨備 考 欄：１．職名等、特に注意する事項などを記入してください。 

２．ツイン・トリプル・和室等をご希望の際は同室者をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 申 込 金 

①宿泊申込者は、１名につき 5,000円を申し受けます。 

②申込書下欄に申込金合計額を記入してください。 

 

★申込書及び取消・変更依頼書について 

①新規・・・・・・・・・・別紙申込書（日本スポーツマスターズ岡山大会宿泊・弁当申込書.xlsx） 

②１１名以上参加の場合・・別紙申込書（日本スポーツマスターズ岡山大会宿泊・弁当申込書.xlsx） 

コピーしてご利用ください。 

③変更・取消・・・・・・・「取消・変更依頼書」（日本スポーツマスターズ岡山大会宿泊・弁当取

消・変更依頼書.xlsx）にてご連絡ください。 

  

【参加区分】 

記号 区分 内容 

Ａ 監督 チーム監督（選手を兼ねる場合も含む） 

Ｂ 選手 競技参加者 

Ｃ チームスタッフ コーチ・マネージャー（競技に参加しないメンバー） 

Ｄ 大会役員等 競技団体の大会運営役員及び競技役員等 

Ｅ 視察員・招待者 競技団体及び体協関係者等で特定競技又は会場等を 

視察する者、ならびに大会への招待者 

Ｆ その他 家族・応援者等の同行者 
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６ 宿泊・弁当・交通申込先 

 

宿泊・弁当・交通は、参加都道府県の東武トップツアーズ(株)各支店へお申込みください。 

東武トップツアーズ(株)が手配する宿舎は各競技会指定宿舎となり、緊急時に連絡をとることもありますの

で、東武トップツアーズ(株)をご利用ください。 

 

【東武トップツアーズ(株)担当支店一覧】 

No. 
都道府県 

所在地 連絡先 
担当支店名 

1 
北海道 〒060-0051 札幌市中央区南一条東 1-3（パークイースト札幌 7F） TEL：011-221-0821 

札幌支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：011-222-4357 

2 
青森 〒030-0862 青森市古川 2-20-6（AQUA古川 2丁目ビル 2F） TEL：017-723-3671 

青森支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：017-722-1561 

3 
岩手 〒020-0022 盛岡市大通 1-11-13（盛岡フコク生命大通ビル 6F） TEL：019-651-8800 

盛岡支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：019-653-2093 

4 
宮城 〒980-0021 仙台市青葉区中央 1-6-18（山一仙台中央ビル 3F） TEL：022-263-3232 

仙台支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：022-265-5765 

5 
秋田 〒010-0951 秋田市山王 2-1-40（田口ビル 1F） TEL：018-866-0109 

秋田支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：018-866-0177 

6 
山形 〒990-0031 山形市十日町 1-1-34（山形駅前通ビル 2F） TEL：023-641-4141 

山形支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：023-641-1019 

7 
福島 〒960-8041 福島市大町 7-25（アクティ大町 5F） TEL：024-523-4451 

福島支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：024-522-0051 

8 
茨城 〒310-0803 水戸市城南 2-1-20（井門水戸ビル 6F） TEL：029-224-6627 

水戸支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：029-224-9253 

9 
栃木 〒320-0026 宇都宮市馬場通り 2-1-1（ＮＭＦ宇都宮ビル 5F） TEL：028-636-7761 

宇都宮支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：028-636-7760 

10 
群馬 〒370-0828 高崎市宮元町 212（高崎宮元町ビル 3F） TEL：027-325-3201 

高崎支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：027-325-3913 

11 
埼玉 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-2（ＪＡ共済埼玉ビル 8F） TEL：048-642-3686 

さいたま支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：048-642-3680 

12 
千葉 〒260-0028 千葉市中央区新町 18-10（千葉第一生命ビル 5F） TEL：043-243-0109 

千葉支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：043-243-1975 

13 
東京 〒160-0023 新宿区西新宿 7-5-25（西新宿プライムスクエア 16F） TEL：03-5348-2730 

東京スポーツ営業部 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：03-5348-2731 

14 
神奈川 〒220-0004 横浜市西区北幸 2-8-29（東武横浜第 3ビル 5F） TEL：045-326-1120 

横浜支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：045-326-1122 

15 
新潟 〒950-0912 新潟市中央区南笹口 1-1-54（日生南笹口ビル 5F） TEL：025-243-1515 

新潟支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：025-243-2255 

16 
山梨 〒400-0031 甲府市丸の内 1-17-10（東武穴水ビル 7F） TEL：055-222-0381 

甲府支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：055-226-0318 

17 
富山 〒930-0029 富山市本町 9-10（大同生命富山ビル 7F） TEL：076-431-7638 

富山支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：076-441-6790 

18 
石川 〒920-0024 金沢市西念 1-1-3（コンフィデンス金沢 4F） TEL：076-233-0109 

金沢支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：076-222-0147 
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No. 
都道府県 

所在地 連絡先 
担当支店名 

19 
福井 〒910-0023 福井市順化 1-2-1（福井テラス 7F） TEL：0776-23-2800 

福井支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：0776-25-0414 

20 
長野 〒380-0823 長野市南千歳 1-10-6（藤栄ビル 6F） TEL：026-226-4315 

長野支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：026-228-3346 

21 
長野 〒390-0814 松本市本庄 1-1-13（ウイルトスビル） TEL：0263-36-3535 

松本支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：0263-33-7549 

22 
長野 〒395-0804 飯田市鼎名古熊 2105-1 

（ローズアネックスⅡ3FC） 

（平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） 

TEL：0265-22-1984 

飯田支店 FAX：0265-23-3731 

23 
長野 〒399-4431 伊那市西春近 2916-1（長野日報ビル 1F） TEL：0265-72-3103 

伊那支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：0265-73-9546 

24 
岐阜 〒500-8842 岐阜市金町 6-6（ニッセイ岐阜ビル 9F） TEL：058-263-4657 

岐阜支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：058-263-5805 

25 
静岡 〒420-0859 静岡市葵区栄町 3-1 （あいおい損保第一ビル 10F） TEL：054-255-1919 

静岡支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：054-252-9509 

26 
愛知 〒441-8061 豊橋市藤沢町 141（ホリディ・スクエア内） TEL：0532-47-0109 

豊橋支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：0532-47-0198 

27 
愛知 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2-18-25（丸の内ＫＳビル 11F） TEL：052-232-1091 

名古屋支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：052-232-1968 

28 
三重 〒514-0035 津市西丸之内 21-19（丸之内ジャスティス 3F） TEL：059-221-3331 

三重支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：059-221-3332 

29 
滋賀 〒525-0031 草津市若竹町 7-10（KB21 2F） TEL：077-565-0109 

滋賀支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：077-565-0112 

30 
京都 〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入る東錺屋町 186 

（ヤサカ五条ビル 9F） 

（平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） 

TEL：075-361-5351 

京都支店 FAX：075-341-1878 

31 

大阪 〒530-0004 大阪市北区堂島浜 2-2-28 

（堂島アクシスビル 7F） 

（平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） 

TEL：06-6344-3927 

大阪法人事業部 

第 2営業部 
FAX：06-6344-3928 

32 
兵庫 〒651-0087 神戸市中央区御幸通 6-1-20 

（ジイテックスアセントビル 3F） 

（平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） 

TEL：078-221-1090 

神戸支店 FAX：078-221-1567 

33 
奈良 〒630-8241 奈良市高天町 10-1（ＴＴビル 5F） TEL：0742-23-2371 

奈良支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：0742-24-3971 

34 
和歌山 〒640-8331 和歌山市美園町 3-32-1 

（損保ジャパン和歌山ビル 6F） 

（平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） 

TEL：073-425-3211 

和歌山支店 FAX：073-424-1683 

35 
鳥取 〒680-0845 鳥取市富安 2-159（久本ビル 6F） TEL：0857-23-2001 

鳥取支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：0857-27-3327 

36 
島根 〒690-0061 松江市白潟本町 13-4（大樹生命松江ビル 7F） TEL：0852-21-5425 

松江支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：0852-23-0433 

37 
岡山 〒700-8619 岡山市北区磨屋町 10-20（磨屋町ビル 8F） TEL：086-225-1746 

岡山支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：086-224-1645 

38 
広島 〒730-0035 広島市中区本通 6-11 

（明治安田生命広島本通ビル 6F） 

（平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） 

TEL：082-545-1090 

広島支店 FAX：082-542-1333 

39 
山口 〒754-0014 山口市小郡高砂町 3-26（ナガオビル 6F） TEL：083-972-5454 

山口支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：083-972-5464 
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No. 
都道府県 

所在地 連絡先 
担当支店名 

40 
徳島 〒770-0841 徳島市八百屋町 3-26（大同生命徳島ビル 6F） TEL：088-622-8991 

徳島支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：088-622-9703 

41 
香川 〒760-0023 高松市寿町 2-2-10（高松寿町プライムビル 8F） TEL：087-851-6666 

高松支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：087-851-6535 

42 
愛媛 〒790-0003 松山市三番町 4-11-6（ＫＨ三番町プレイス 2F） TEL：089-941-9231 

松山支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：089-947-3809 

43 
高知 〒780-0822 高知市はりまや町 2-2-11（富士火災高知ビル 7F） TEL：088-875-2171 

高知支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：088-825-0170 

44 
福岡 〒810-0001 福岡市中央区天神 3-11-1（天神武藤ビル 4F） TEL：092-739-0010 

福岡支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：092-739-7773 

45 
佐賀 〒840-0801 佐賀市駅前中央 1-4-8（太陽生命佐賀ビル 8F） TEL：0952-26-1131 

佐賀支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：0952-29-6005 

46 
長崎 〒850-0055 長崎市中町 1-22（ＭＪＭビル 5F） TEL：095-821-7508 

長崎支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：095-821-7395 

47 
熊本 〒860-0843 熊本市中央区草葉町 4-20（富士火災熊本ビル 2F） TEL：096-354-5765 

熊本支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：096-324-5735 

48 
大分 〒870-0034 大分市都町 1-1-19 

（あいおいニッセイ同和損保大分ビル 2F） 

（平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） 

TEL：097-538-1091 

大分支店 FAX：097-538-1487 

49 
宮崎 〒880-0805 宮崎市橘通東 3-1-47（宮崎プレジデントビル 4F） TEL：0985-25-6111 

宮崎支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：0985-29-3010 

50 
鹿児島 〒890-0053 鹿児島市中央町 26-1（南国アネックスビル 4F） TEL：099-257-0109 

鹿児島支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：099-257-0115 

51 
沖縄 〒900-0015 那覇市久茂地 3-1-1（日本生命那覇ビル 2F） TEL：098-868-8822 

沖縄支店 （平日  9:30 ～ 17:30 土日祝日休み） FAX：098-868-8842 

 

大会宿泊・輸送本部 

東武トップツアーズ(株)が手配する宿舎は各競技会指定宿舎となり、緊急時に連絡をとることもありますの

で、東武トップツアーズ(株)をご利用ください。 

  

名称 所在地 連絡先 
東武トップツアーズ 岡山支店 
日本スポーツマスターズ 2021 

大会運営事務局 
〒700-8619 岡山市北区磨屋町 10-20（磨屋町ビル 8F） 
（平日 9：30～17：30 土日祝日休み） 

TEL：086-225-1746 

FAX：086-224-1645 
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本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の４に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の５に定める契約書面の一部となります。この条件に定めのない事項

は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます. 

 

７ 旅行条件書 

 

 
この旅行は東武トップツアーズ株式会社岡山支店

（以下「当社」といいます。）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」といいま

す。）を締結することになります。旅行契約の内容、

条件は、当パンフレットの記載内容、本旅行条件

書、確定書面（最終日程表）、並びに当社旅行業約

款（募集型企画旅行契約の部）によります。 

１、 お申込み方法・条件と旅行契約の成立                   

(1) 当社は、団体･グループを構成する旅行者の代

表としての契約責任者から申込みがあった場合、

契約の締結・解除等に関する一切の代理権を当該

代表者が有しているものとみなし、その団体に係

る旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で

行います。  

(2) 所定の申込書によりお申込みください。  

(3) 旅行契約は、当社が契約を承諾し、旅行代金

を受領した時に成立するものとします。  

(4) 障がいのあるお客様、高齢のお客様、妊娠中

のお客様など、お客様の状況によっては、当初の手

配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要

になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要

となる可能性がある方は、ご相談させていただき

ますので、必ず事前にお申し出ください。 

２、旅行代金のお支払い                                

    旅行代金は、「申込要項」『４、宿泊・弁当・交

通の申し込み方法のご案内』の条件によりお支払

いいただきます。これ以降にお申込みの場合は、旅

行開始日前の当社が指定する期日までにお支払い

いただきます。 

３、旅行代金に含まれるもの                                                    

 「申込要項」『3）.宿泊施設及び宿泊代金につい

て』に記載のとおりです。それ以外の費用はお客様

負担となります。 

４、旅行内容・旅行代金の変更                                                                         

 (1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命

令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、

当初の運行計画によらない運送サービスの提供そ

の他当社の関与し得ない事由が生じた場合におい

てやむを得ないときは、旅行内容・旅行代金を変更

することがあります。天候等の不可抗力により航

空機等の運送機関のサービスが中止又は遅延とな

り、行程の変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等

はお客様の負担となります。 

(2) お申込みいただいた人数の一部を取消される

場合は契約条件の変更となります。実際にご参加

いただくお客様の旅行代金が変更となる場合があ

りますのであらかじめご了承ください。詳しくは

係員におたずねください。 

５、旅行契約の解除                                                                               

(1) お客様は、「申込要項」『４、宿泊・弁当・交通

の申し込み方法のご案内』記載の取消料をお支払

いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除

することができます。なお、旅行契約の解除期日と

は、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申

し出いただいた時を基準とします。また、当社は当

社旅行業約款の規定に基づき、旅行開始前及び旅

行開始後であっても、お客様との旅行契約を解除

することがあります。 

(2) お客様のご都合で旅行開始日あるいはコース

を変更される場合、また、申込人数から一部の人数

を取消される場合も、上記取消料の対象となりま

す。 

(3) 申込人数が最少催行人員に満たないときは、

旅行の実施を中止します。この場合、旅行開始日の

前日から起算してさかのぼって 13 日目、日帰り旅

行にあっては旅行開始日の前日から起算してさか

のぼって 3 日目にあたる日より前までに旅行を中

止する旨を通知します。 

６、旅程管理及び添乗員等の業務                                         

(1) 添乗員は同行いたしません。(2) 必要なクー

ポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの

提供を受けるための手続はお客様ご自身で行なっ

ていただきます。また、悪天候等によってサービス

内容の変更を必要とする事由が生じた場合におけ

る代替サービスの手配及び必要な手続は、お客様

ご自身で行っていただきます。 

７、当社の責任及び免責事項                                     

(1) 当社は、当社又は手配代行者の故意又は過失

によりお客様に損害を与えたときは、その損害を

賠償します。ただし、手荷物の損害については、14

日以内に当社に対して通知があった場合に限り、

お１人様 15 万円を限度として賠償します。（当社

に故意又は重大な過失がある場合を除きます。） 

(2) お客様が、次のような当社の関与し得ない事

由により損害を被られたときは、当社は責任を負

いません。①天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署

の命令等又はこれらによる日程の変更や旅行の中

止 ②運送・宿泊機関等のサービス提供の中止等又

はこれらによる日程の変更や旅行の中止 ③自由

行動中の事故 ④食中毒 ⑤盗難 ⑥運送機関の遅

延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれら

による日程の変更や目的地滞在時間の短縮 

８、旅程保証                                       

(1)当社は契約書面及び確定書面に記載した契約

内容のうち、次の①～⑧にあたる重要な変更が生

じた場合は、旅行代金に 1～5％の所定の率を乗じ

た額の変更補償金を支払います。ただし、1 企画旅

行につき合計 15%を上限とし、また補償金の額が

1,000 円未満のときはお支払いいたしません。                 

①旅行開始日又は旅行終了日 ②入場する観光地

又は観光施設、レストラン、その他の旅行目的地 

③運送機関の等級又は設備のより低い料金のもの

への変更 ④運送機関の種類又は会社名 ⑤本邦内

の出発空港又は帰着空港の異なる便への変更 ⑥

宿泊機関の種類又は名称 ⑦宿泊機関の客室の種

類、設備、景観その他の客室の条件 ⑧前各号に掲

げる変更のうちツアータイトル中に記載があった

事項 

(2) ただし、次の場合は、当社は変更補償金を支

払いません。 

 ①次に掲げる事由による変更の場合（ただし、サ

ービス提供機関の予約超過による変更の場合を除

きます。） 

ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変    

イ．戦乱 ウ．暴動 エ．官公署の命令 オ．欠航、

不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中

止 カ．遅延、運送スケジュールの変更等当初の運

行計画によらない運送サービスの提供 キ．旅行

参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な

措置 

  ②契約書面･確定書面に記載した旅行サービス

の提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅

行中に当該旅行サービスの提供を受けることがで

きた場合。 

(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変

更補償金の支払いに替え、これと同等又はそれ以

上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をも

って補償を行うことがあります。 

９、特別補償                                       

    当社は、特別補償規程の定めるところにより、

お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故によ

り、その身体又は荷物に被られた一定の損害につ

いて、補償金及び見舞金を支払います。死亡補償金

1,500 万円、入院見舞金 2～20 万円、通院見舞金 1

～5 万円、携帯品損害補償金 旅行者 1 名につき 15

万円以内。 

１０、お客様の責任                                                     

(1) お客様の故意又は過失、法令違反、当社の旅

行業約款の規定を守らなかったことにより当社が

損害を受けた場合は、お客様から損害の賠償を申

し受けます。 

(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

て理解に努めなければなりません。 

(3) 旅行開始後に、パンフレット等に記載された

内容と実際のサービス内容が異なると認識した場

合、旅行中に事故などが発生した場合は、旅行地に

おいてすみやかに当社又は旅行サービス提供機関

にお申し出ください。 

１１、個人情報の取扱い                                

（１）当社は、旅行のお申込みにあたってお預かり

するお客様の個人情報につきまして、お客様との

連絡、お申込みいただいた旅行の手配と旅行サー

ビスの提供、当社の旅行契約上の責任や事故時の

費用等を担保する保険手続のために利用させてい

ただくほか、お客様への商品やキャンペーンのご

案内、ご意見・ご感想等のアンケートのお願い、お

客様のお買い物の便宜、データ処理、旅行参加時に

おけるご案内などのために利用させていただきま

す。 

（２）当社は、本項（１）の利用目的の範囲内で、

個人情報の取扱いについて当社と契約を締結して

いる運送・宿泊機関、保険会社、免税品店などの土

産物店、当社が旅行手配を委託している手配代行

者、当社募集型企画旅行販売委託会社あるいはデ

ータ処理や案内業務を委託している業者等に対し、

お客様の氏名、パスポート番号ならびに搭乗され

る航空便名等、年令、性別、住所、電話番号、国籍

等の個人情報を、あらかじめ電子的方法で送信す

る等の方法により提供させていただきます。また、

事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及

び国土交通省・観光庁その他官公署からの要請に

より個人情報の提供に協力する場合があります。 

（３）当社は、旅行中に傷病等があった場合に備

え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報

をお伺いしております。この個人情報は、お客様に

傷病等があった場合において、国内連絡先の方に

連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させ

ていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人

情報を当社に提供することについて、国内連絡先

の方の同意を得るものとします。 

（４）申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容

に誤りがあった場合、旅行の手配やサービスの提

供等に支障を来たす恐れがありますので、正確な

記入をお願いします。 お申込みいただく際には、

これら個人情報の提供についてお客様に同意いた

だくものとします。 

（５）個人情報の利用目的の通知、個人情報の開

示、個人情報の訂正・追加・削除、個人情報の利用

の停止、個人情報の消去又は第三者への提供の停

止等をご希望の場合は、取扱事業所へお申出くだ

さい。なお、個人情報管理責任者は当社コンプライ

アンス室長となります。 

１２、お客様の交替                                                              

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の

方に譲り渡すことができます。ただし、交替に際し

て発生した実費についてはお客様にお支払いいた

だきます。 

１３、その他                                          

(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたし

ません。  

(2) この旅行条件・旅行代金は 2021 年 4 月 27

日現在を基準としております。 

                【客国 21-128】  

●お申込み・お問合わせは 

【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業第 38 号 

 

岡山支店 

岡山市北区磨屋町 10-20 磨屋町ビル 8 階     

電話番号 086-225-1746  FAX 番号 086-224-1645   

営業日 平日   営業時間 9:30～17:30 

一般社団法人日本旅行業協会正会員 

ボンド保証会員 

   総合旅行業務取扱管理者：高野 寛教            

 

旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う営

業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に

関し、担当者からの説明にご不明の点がありまし

たらお問い合わせください



 

 

 

【旅行企画･実施】観光庁長官登録旅行業第３８号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 

ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員 

 

東武トップツアーズ㈱岡山支店   

日本スポーツマスターズ 2021岡山大会 宿泊・輸送本部（大会運営事務局） 

ＴＥＬ：086-225-1746 ＦＡＸ：086-224-1645 

〒７００－８６１９ 

岡山県岡山市北区磨屋町 10-20 磨屋町ビル 8階 

営業日：平日（土日祝日休業） 営業時間：９時３０分～１７時３０分 

総合旅行業務取扱管理者：高野 寛教 

お問合せは 日本スポーツマスターズ岡山大会 受付係 まで 

E-mail:masters_2021okayama@tobutoptours.co.jp            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お申し込み・お問い合わせのご案内】 


