
 

 
 

 

 
 

 

 
 

第２７回全日本実年ソフトボール大会  
                   

宿泊・弁当プランのご案内 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
㈱近畿日本ツーリスト東北 盛岡支店 

 

 
 



 

第 27 回全日本実年ソフトボール大会 
宿泊プランのご案内 

 

 

 

 

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 27回全日本実年ソフトボール大会』へのご出場、誠におめでとうございます。本大会の開

催にあたりまして、全国各地からご来場される皆様のご宿泊の手配を私共、 

(株)近畿日本ツーリスト東北 盛岡支店にて担当させていただくこととなりました。 

ご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。 

つきましては下記のご案内を参照の上、別紙申込書にご記入頂き、期日までにお申込み下さいますよう、

お願い申し上げます。                                謹白 

 

 株式会社近畿日本ツーリスト東北 

盛岡支店   

    支店長 岡 定寛 

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

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前に確認の上、お申し込み下さい。 

 

（１）宿泊取扱期間 

平成３０年８月３１日（金）・９月１日（土）・９月２日（日）の３日間とし、対象者を役員、監督、

コーチ、選手、運転手とします。 

（２）ご案内する宿泊施設は花巻市内・北上市内・盛岡市内のホテルとなります。 

部屋は洋室にてご用意しております。 

（３）旅行代金につきましては別紙宿泊施設一覧をご参照下さい。 

（１泊朝食付・サービス料・諸税・企画料を含みます） 

（４）宿泊に関する注意事項 

   ① 別紙宿泊施設一覧から、ランク・地区をお選び頂き、申込書にご記入下さい。ただし、特に花巻地区・北

上地区は各ホテルとも収容規模が小さいため、部屋数に限りがあり、ご要望にお応えできない可能性もござ

います。申込書には第 2希望までご記入いただきますが、それ以外のご回答になる場合には、回答前にお伺

いのご連絡と確認、を弊社よりさせて頂きます。 

② 宿泊食事条件は 1泊朝食付が基本となります。 

③ 宿舎の駐車場には限りがあります。駐車場をご利用の場合は宿舎決定後にご自身で確認をお願いいた

します。なお、駐車料金が別途必要になる場合は、ご自身で精算をお願いいたします。 

④ 来県及び大会会場までの計画輸送は行いませんのであらかじめご承知おきください。 

  ⑤ 添乗員は同行致しません。 

  ⑥ 最少催行人員 １名 

 

 

 

 

 

 

 

■ 期 間 ： 平成３０年９月１日（土）・９月２日（日）・９月３日（月） 

■ 会 場 ：  岩手県花巻市 石鳥谷ふれあい運動公園 

 



 

２．弁当のご案内 

（１）弁当取扱期間  平成３０年９月１日（土）・９月２日（日）・９月３日（月）の３日間 

（２）弁当代金    一食 ８００円(税込・お茶パック付) 

（３）引渡場所 

    大会会場内「近畿日本ツーリスト東北ツアーデスク」にてお渡しさせていただきます。 

・１１：００～１３：００の間にお受け取り下さい。 

        ・１５：００までに弁当の空箱を回収いたします。弁当引換所にお持ち下さい。 

    ・会場付近は食事施設がございませんので、お弁当の申込みをお勧めいたします。 

    ・当日の販売は行いませんのでご了承願いします。 

 

 

３．お申込み方法、お申込み締切日について 

（１）別紙申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ（０１９-６５１-２１３４）にてお申込み下さい。 

各種お問い合わせを除き電話による受付は行っておりません。   

（２）申込締切後、【宿泊予約回答書】を代表者様宛に８月３日（金）迄にＦＡＸ致します。 

（３）ＦＡＸ送信された予約回答書をもって、申込内容確認書といたします。【宿泊券】はございませんので、

各窓口（ホテルチェックイン時や弁当受け取り窓口）にて、予約回答書（写し可）をご提示下さい。 

    

   ◎申込締切日 平成３０年７月２３日（月）１７：００まで 

 

 

４．申込書記入上のお願い 

   （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・取消』欄に必ず○をお付け下さい。変更の際もその都度お願い致します。 

（３）『交通手段』欄には必ず○をお付け下さい。 

（４）『氏名』欄には申込者すべての方の氏名・性別・申込区分（番号）をご記入下さい。 

      １５名様以上の場合は、お手数ですが、申込書をコピーの上ご記入下さい。 

（６）『宿泊希望日・弁当希望日』欄はご希望日に○をご記入下さい。 

（特別な事情を除き、朝食の控除は致しません） 

 

※大会期間中の宿泊施設は、大変混雑が予想されます。 

弊社では、大会実行委員会より委託された宿泊予定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を通して行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．お支払いについて 

 

（１）【宿泊予約回答書】の内容をご確認の上、下記指定銀行口座へ８月１７日（金）迄にご入金下さ

い。尚、予約内容に相違がある場合は、お振込み前にお申し出下さい。 

（２）振込の際、依頼人の欄に必ず「受付番号＋チーム名」をご入力下さい。 

      例：受付番号：1001 ＫＮＴチーム⇒『1001ケーエヌティーチーム』 

  （３）ご入金は下記口座へお願い致します。 

大変恐れ入りますが振込手数料はお客様負担にてお願い申し上げます。 

 

 

 

  

     

（４）ご送金後の変更・取消により返金が生じた場合は、指定口座へのお振込み、又は大会当日会場内の

「弊社ツアーデスク」にてのみご返金させて頂きます。 

   ※ご宿泊施設においての返金は行いませんので、予めご了承下さい。 

（５）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要望の際は、最終のご案内書類に添付 

の『領収書発行依頼書』にご記入の上、予めＦＡＸにて宛名、金額、但書事項をご指示下さい。 

   ※領収書は、大会当日会場の「近畿日本ツーリスト東北ツアーデスク」にてお渡しいたします。 

 

６．宿泊・弁当の取消について 

（１）お申込み後に変更・取消が生じた場合は、速やかに弊社までＦＡＸにてご連絡願います。 

お申し出による取消料は以下の通りになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申込書原本に変更・取消内容を追記の上、ご送信下さい。 

 

（２）電話（口頭）による変更・取消は、お受け出来ませんのでご了承下さい。 

 

 

 

項  目 取 消 日 取 消 料 

宿 泊 

宿泊日の前日から起算して１５日前まで 無料 

宿泊日の前日から起算して１４日前から 

 ８日前まで 
旅行代金の２０％ 

宿泊日の前日から起算して７日前から 

２日前まで 
旅行代金の３０％ 

宿泊前日 旅行代金の４０％ 

宿泊日の当日の１０時まで 旅行代金の５０％ 

宿泊日当日の１０時以降及び無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

弁当 
ご利用日前日の１２時まで 無料 

ご利用日前日の１２時以降及び無連絡不参加 弁当代の１００％ 

銀 行 名：三菱ＵＦＪ銀行 振込第二支店 

口座番号：（普通）8480459 

口 座 名：株式
かぶしき

会社
かいしゃ

近畿
き ん き

日本
にっぽん

ツーリスト
つ ー り す と

東北
とうほく

 



 

 

７．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。また、旅行先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、 

お客さまのお名前および搭乗される航空券等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に 

提供いたします。お申込みいただく際には、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。                                                                          

 

 

 

 

【旅行企画・実施 ／ お申込・お問合せ先】 

㈱近畿日本ツーリスト東北 盛岡支店    [担当] 小平・八端 

 

 

 

 

 

 

※休業日と上記受付時間外の取消・変更のお申し出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。 

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引責任者です。この旅行契約に関し、 

担当者からのご説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問くだ 

さい。 

※宿泊は、募集型企画旅行契約となります。旅行条件は、株式会社近畿日本ツーリスト東北募集の募集型 

企画旅行約款によります。 

※作成基準日 このご案内は平成 30年 5月 10日を基準として作成しています。（承認番号：＃1595-18-050004） 

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上、お申し込みください。 

 近畿日本ツーリスト東北ホームページ⇒http://www.knt-th.co.jp/about/yakkan 

 

                     

                                    

〒０２０－００２１  

岩手県盛岡市中央通２－２－５ L．Ｂiz盛岡１Ｆ 

ＴＥＬ：０１９－６５１－２２３１       

ＦＡＸ：０１９－６５１－２１３４ 

e-mail アドレス：morioka@or.knt-th.co.jp 

旅行業務取扱管理者：中山 和美 

【営業時間】月～金 9：30～17：30（土・日・祝・年末年始休業）  【駐車場】無し 

 

 

営業時間外の受付は翌営業日の取扱となりますのでご了承ください 

mailto:morioka@or.knt-th.co.jp


 

 

第２７回全日本実年ソフトボール大会 宿泊施設一覧 
 

ランク 宿 泊 施 設 名 
お部屋タイプ 

（定員） 
地区 

宿泊料金 

（お一人様あたり） 
朝食時間 

競技場へ 

所要時間 

（車利用） 

Ｓ 

ホテルフォルクローロ花巻東和 洋室（１名） 花巻 

９７００円 

6:30～ ４０分 

ホテルルートイン北上駅前 洋室（１名） 北上 6:30～ ５０分 

コンフォートホテル北上 洋室（１名） 北上 6:30～ ５０分 

ホテルルートイン盛岡駅前 洋室（１名） 盛岡 6:30～ ５０分 

Ａ 

ホテルルートイン盛岡南インター 洋室（１名） 盛岡 

８５００円 

6:30～ ４０分 

ホテルメッツ北上 洋室（１名～２名） 北上 6:30～ ５０分 

フラワーホテル 洋室（１名～２名） 北上 6:00～ ５５分 

Ｂ 

モンテイン・ホテル 洋室（１名） 北上 

７５００円 

6:00～ ５０分 

草のホテル 洋室（１名） 北上 6:00～ ５０分 

ホテルパールシティ盛岡 洋室（１名） 盛岡 6:30～ ５０分 

ホテルグランシェール花巻 洋室（１名） 花巻 6:30～ ２５分 

Ｃ 

くさのイン北上 洋室（１名） 北上 

６６００円 

6:30～ ５０分 

グリーンホテル北上 洋室（１名） 北上 5:45～ ５０分 

  


