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このたび「第 46 回全日本社会人ソフトテニス選手権大会」へのご出場、お祝いを申し上げますとともに、

ご参加いただく皆様方へのご案内を（株）近畿日本ツーリスト首都圏 静岡支店にて担当させていただくこ

ととなりましたことをお礼申し上げます。

本大会のご成功をお祈りすることはもとより、社員一同すべての面において万全の準備をして、

ご来県の皆様にご満足していただけるよう一生懸命お世話させていただきます。

心より皆様方のお越しをお待ち申し上げます。

                                 （株）近畿日本ツーリスト首都圏

宿泊設定日：平成30年 9月 7日（金）・8日（土）

 大会参加者の宿泊は㈱近畿日本ツーリスト首都圏 静岡支店が企画・実施する募集型企画旅行です。

 1 泊からお申込みいただけます。

 旅行代金（宿泊）に含まれるもの：宿泊代金、朝食代（一部無料朝食含む）、消費税、サービス料

旅行代金算出基準日：平成 30年 5月 1日

 旅行代金（宿泊）に含まれないもの 上記以外は旅行代金に含みません。その一部を提示します：宿泊施設まで

の交通費、個人的な費用（電話代、クリーニング代、追加飲食費等）宿泊施設から大会会場までの交通費など

 別紙、旅行条件書を事前にご確認いただいた上、お申し込みください。

 宿泊の予約は先着順とさせていただきます。ご希望に添えない場合もございますので、必ず第２希望までご記入

ください。また大人数でお申し込みの場合、１つの施設では予約ができず複数の施設に分宿になる場合もござい

ます。

 禁煙・喫煙の選択はできません。あらかじめご了承ください。また客室在庫がなくなった場合は早期に受付を終

了させていただく場合がございます。

 朝食をご利用にならない場合でも、旅行代金の減額はございません。

 設定日以外でのご利用は別途ご相談ください。

 駐車場につきましては各ホテルへお問い合わせください。

 最少催行人員：１名、添乗員は同行いたしません。

 日程表                          朝=朝食、昼=昼食、夕=夕食、○=食事あり、×=食事なし

行   程
食  事

朝 昼 夕

1日目 ご自宅又は各地………(各自移動・お客様負担）………各宿泊施設 × × ×

2日目 各宿泊施設………（各自移動・お客様負担）………ご自宅または宿泊地 ○ × ×

       （※昼食弁当は旅行契約に該当しません）

 お受渡し日時：9月８日（土）・9日（日）

 お弁当のお受渡し場所の詳細については弁当券に地図を記載します。

 弁当代金：１食あたり８５０円（税込・お茶付）

 申込書「昼食弁当申込」当該欄に『受渡し場所』に○、『個数』をご記入ください。

 今大会特別メニューでのお弁当をご用意し、各競技会場まで配達いたします。会場によっては周辺に食事施設が

十分にございませんので、ご宿泊と合わせてお申込みください。

 お弁当のみのお申込みも承ります。

第４６回全日本社会人ソフトテニス選手権大会

≪ご宿泊・昼食弁当のご案内≫
開催地：静岡、浜松 大会開催日：平成30年9月 8日・9日

■ご宿泊

■お弁当
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※ご案内ホテルの客室タイプは全てシングル（定員１名）でご用意させていただきます。

【静岡】                                （１名当たりの金額）

申込記号 地区 ホテル名 9/7旅行代金 9/8旅行代金 アクセス

ＳＮ-1 静岡駅北 静岡北ワシントンホテルプラザ ７，５００円 ９，０００円 JR静岡駅から徒歩約13分

ＳＮ-2 静岡駅北 三交イン静岡北口 ７，２００円 ７，５００円 JR静岡駅から徒歩約8分

ＳＮ-3 静岡駅北 スマイルホテル静岡 ６，０００円 ９，０００円 JR静岡駅から徒歩約7分

ＳＮ-4 静岡駅北 静鉄ホテルプレジオ静岡駅北 ８，９００円 ８，９００円 JR静岡駅北口から徒歩約3分

ＳＮ-5 静岡駅北 ホテルガーデンスクエア静岡 ８，９００円 ９，４００円 JR静岡駅北口から徒歩約5分

ＳＮ-6 静岡駅北 くれたけインプレミアム静岡駅前 ９，０００円 ９，０００円 JR静岡駅北口から徒歩約3分

ＳＳ-1 静岡駅南 静鉄ホテルプレジオ静岡駅南 １０，３００円 １０，３００円 JR静岡駅南口から徒歩約2分

ＳＳ-2 静岡駅南 ホテルニューシズオカ ９，５００円 １０，５００円 JR静岡駅南口から徒歩約3分

ＳＳ-3 静岡駅南 静岡ホテル時之栖 ７，５００円 ７，５００円 JR東静岡駅から車で約3分

Ｓ-1 清水区 ホテルルートイン清水インター ７，５００円 ７，５００円
東名清水インターから車で約 1分

JR 清水駅から車で約 10分

Ｓ-2 清水区 清水プラザホテル ７，０００円 ７，０００円 JR清水駅から車で約4分

Ｓ-3 清水区 清水シティホテル ６，８００円 ６，８００円 JR清水駅から徒歩で約1分

Ｓ-4 清水区 ホテルビスタ清水 ８，０００円 １０，０００円 JR清水駅から徒歩で約3分

Ｓ-5 清水区 清水グランドホテル ７，５００円 ７，５００円
私鉄静岡鉄道新清水駅東出口から

徒歩約 1分

【浜松】                                  （１名当たりの金額）

申込記号 地区 ホテル名 9/7旅行代金 9/8旅行代金 アクセス

Ｈ-1 浜松 ホテルクラウンパレス浜松 １０，０００円 １０，０００円 JR浜松駅から徒歩約3分

Ｈ-2 浜松 くれたけインアクト浜松 ７，０００円 ７，０００円 JR浜松駅北口から徒歩約6分

Ｈ-3 浜松 リッチモンドホテル浜松 ７，７００円 ９，９００円 JR浜松駅から徒歩約13分

Ｈ-4 浜松 ダイワロイネットホテル浜松 ９，５００円 １０，５００円 JR浜松駅から徒歩約3分

Ｈ-5 浜松 くれたけイン浜松西インター ７，０００円 ７，０００円
東名浜松西ｲﾝﾀｰから車で約 3分

JR 浜松駅から車で約 30分

Ｈ-6 浜松 ホテルルートイン浜松西インター ７，０００円 ８，６００円
東名浜松西ｲﾝﾀｰから車で約 1分

JR 浜松駅から車で約 30分

■斡旋ホテルご案内

裏面もご覧ください
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■お申込み方法、締め切り日

本契約は『宿泊』は募集型企画旅行ですが、『弁当』は旅行契約ではありませんので取消料等の条件

が異なります。

別紙『申込用紙』の太枠内をご記入いただき、7 月 27 日(金)までにＦＡＸ又はＥメールにてお送り

ください。

なお、お電話によるお申込みはお受けいたしませんので、必ず FAX またはＥメールにてお願いいた

します。

お申し込み締め切り日 平成 30年 7月 27日(金)17：00まで

お申し込み用紙送付先 ＦＡＸ：０５４－２５５－６６３９

Ｅ-メール：shizuoka@or.knt.co.jp

■お支払い方法

申込み締切後、「請求書」「宿泊手配内容確認書」、「弁当手配内容確認書」を８月初旬頃に送付いた

しますので、同封の請求書に記載の振込口座へ、８月８日（水）までにお支払い頂きますようお願

い致します。また、振込期日までにご入金がない場合は取消となりますのでご注意ください。

お振込後の変更・取消による返金は大会終了後に精算いたします。

※領収証は原則として振込用紙の払込金受領書をもって代えさせていただきます。

■お振込み先、お振込み期日

平成３０年８月８日（水）までにお振込みください。

三井住友銀行 ひなぎく支店 普通２８９０００７

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏（ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｷﾝｷﾆｯﾎﾟﾝﾂｰﾘｽﾄｼｭﾄｹﾝ）

お振込み手数料はご負担くださいますようお願い申し上げます。

■変更・取消

変更や取消が生じた場合は、お送りいただきました『申込用紙』の当該箇所を加筆修正のうえ、お

早めにFAX又はＥメールにてお送りください。お電話のみのご変更、お取消はお受けできません。

特に人数の変更の場合、必ず宿泊・弁当のそれぞれの人数をお知らせください。

人数の減少や取消につきましては、右記の取消料を申し受けますのでご了承ください。

なお、受付時間（平日9：00～17：45 土曜日・日曜日・祝日休業）にFAX又はＥメール着信にてお

申し出いただいた場合に限ります。お取消、ご変更の連絡が休業日・営業時間外の場合は翌営業日

取扱となりますのでご了承ください。（大会期間中は会場内ツアーデスクにお申し出ください。）

※お申込み後の取消料につきましては右記の通り申し受けます。
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【旅行代金（宿泊）の取消料】

取消日

（旅行開始日の前

日から起算してさ

かのぼって）

21日目にあ

たる日以前

の取消

20日目にあ

たる日以降

の取消

7日目にあ

たる日以降

の取消

旅行開始日

の前日取消

当日の取消

(旅行開始前)

旅行開始後取

消または無連

絡不参加(※)

取消料

（お一人様）
無料

旅行代金の

20％

旅行代金の

30％

旅行代金の

40％

旅行代金の

50％

旅行代金の

100％

※当社またはサービス提供機関に対し、宿泊当日 8：30 までにご連絡がなく宿泊されなかった場合、無連絡不参加として扱わせていただきます

【お弁当代金の取消料】

取消日 利用日前日の11時までの取消 利用日前日の11時以降の取消

取 消 料 金 無料 １００％

■個人情報について

（株）近畿日本ツーリスト首都圏 静岡支店は、お申込みの際にご提出いただきました個人情報について、

お客様との連絡のためや、宿泊機関等の提供するサービスを受けるための手続きに必要な範囲で利用させてい

ただきます。

また、お申込みの際にご提出いただきました個人情報を旅行手配のために、宿泊機関等に対し必要最小限の

範囲内で電子的方法などによって提供します。それ以外の目的でご提供いただいた個人情報は利用しません。

詳しくは弊社ホームページの個人情報保護基本方針をご覧ください。

管理番号：国内 0440-1805-1010

【旅行企画・実施】ご宿泊・昼食弁当のお申し込み・お問合せ先

「第 46回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 宿泊受付係」

（株）近畿日本ツーリスト首都圏 静岡支店
〒420-0857   静岡県静岡市葵区御幸町 6-11 一瀬ビル 2階

ＴＥＬ：０５４‐２５４‐４６４６

ＦＡＸ：０５４‐２５５‐６６３９

Ｅメール：shizuoka@or.knt.co.jp

担当：北澤・荒井

【営業時間のご案内】
月曜日～金曜日 ９：００～１７：４５

土曜日・日曜日・祝祭日  定休日

一般社団法人日本旅行業協会正会員 観光庁長官登録旅行業第2053号 旅行業公正取引協議会会員

総合旅行業務取扱管理者 加藤滋幹・荒井秀介

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。


