
 

 

 

《 ごあいさつ 》 
 

 

 

 

 

謹啓 皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度は「第 16回東日本ミズノ杯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、ご参加される皆様の遠征に係る宿泊プラン・お弁当手配を、㈱ＪＴＢ 盛岡支店が担当させてい

ただくことになりました。選手の皆様が万全の状態で競技できますよう、また、大会が成功裡に終えられますよう精一杯のお手

伝いさせていただきます。 

下記ご案内を参照いただき、期日までにお申込みくださいますようお願い申し上げます。 

                         謹白 
 

株式会社ＪＴＢ 盛岡支店 

支店長 本郷 誠 
 

１．お申込方法とお支払い 
 

① 下記Ｗｅｂページにアクセスし、直接お申込みください。（電話または FAXでのお申込みは承れません。） 

 

■申込専用Ｗｅｂページ：https://amarys-jtb.jp/16th-mizunohai/ 

  

     （※パソコンの場合は GoogleChrom、スマートフォン・タブレットの場合は Safariを推奨） 

 

 

■受付開始 ： 令和 4年 6月 20日（月）10：00～   

■申込締切 ： 令和 4年 8月 15日（月）23：59 まで 
 

 

 

◆入金締切日：2022 年 8月 31日（水）まで 
  別途表示される旅行条件書と当該募集要項の記載内容が異なる場合は、当該募集要項に記載している条件が優 

先されます。 

 

※旅行契約はお申込金（旅行代金全額）のご入金をもって成立となります。 

人数確定後、可能な限り、早期にご入金をお願いできますと幸いです。 

 

◆申込専用Web ページ 操作方法について 

 

① 上記の申込専用Webページにアクセスしてください。 

  （※パソコンの場合は GoogleChrom、スマートフォン・タブレットの場合は Safariを推奨します） 

② TOPページ左上枠にある募集要項をご確認いただき、右下枠にある「はじめてご利用される方」はこちらか 

らご希望の「宿泊プラン」「お弁当手配」をご選択いただき、赤いボタンの「次へ」をクリックしてください。 

③ 申込画面にてご希望のプランをご選択ください。なおシステムの都合上、宿泊プランは 1 回のお申込みにつ

き 15 名までとなっておりますので、16 名以上となる場合はお手数ですが２回に分けてお申込みをお願いい

たします。お弁当手配をご希望の場合はご希望の日付と個数、代表者様名とご連絡先を入力してください。 

④ プランのお申込後、「初めて利用される方」の枠にある「申込手続きに進む」をクリックしてください。 

⑤ 画面に記載されている各項目について、代表者様の基本情報、同伴者様の情報を全てご入力ください。 

⑥ 次にお部屋割りをご入力ください。入力欄の横にある「登録済み氏名から選択」をクリックいただくと便利です。 

⑦ お申込み内容を全てご確認いただき、よろしければオレンジ色のボタン「この内容で申し込む」をクリックして 

ください（※この時点ではまだ申込は完了しておりません）。 

⑧ 「取引条件説明書」をダウンロードし、内容のご確認をいただき、赤いボタンの「申込み」をクリックしてください。 

⑨ オレンジ色のボタン「支払い手続き」をクリックし、画面中段にある「申込内容を確認しました」に☑（チェック） 

を入れ、ご希望のお支払い方法をご選択ください（※お支払い方法によって操作方法が異なりますので、詳

細は TOP 画面に掲載の募集要項をご参照ください）。 

⑩ ご入金の完了をもってお申込みが完了となります。 

第 16回東日本ミズノ杯実年ソフトボール大会 

宿泊プラン・お弁当のご案内 

 

https://amarys-jtb.jp/16th-mizunohai/


 

 

 

 

２．宿泊プランのご案内 （ＪＴＢとの募集型企画旅行契約になります） 
 

後記の旅行条件書（要約）をご確認の上、以下に記載のＷｅｂサイトよりお申し込みください。 
 

宿泊プラン設定日： 令和 4年 9月 16日（金）・17日（土）   

募集人員：75名（最少催行人数 1名）/1日 

宿 泊 条 件： １泊朝食付、サービス料・税金込、お一人様あたりの金額 

          （※宿泊施設によってはルームチャージ（朝食無し）・無料軽朝食、２食付の施設もございます） 

添  乗  員： 同行いたしません（旅行サービスの提供を受けるために必要な確認書をシステムより出力いただき、 

チェックイン等のお手続きはお客様自身で行っていただきます）。 

 

   ご希望により、下記の宿泊施設をご案内させていただきます。 

 

 

■宿泊ホテル一覧 
 

エリア 宿泊施設名 
部屋タイプ 

食事内容 他 

ご宿泊のみ 

ご旅行代金 

（お一人様税込） 

喫煙 

ﾘｸｴｽﾄ 

会場までの 

車でのアクセス 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花巻 

ホテルルートイン 

花巻 
(岩手県花巻市東宮野目第１０-1) 

シングル 

１泊無料軽朝食付 

 

大浴場付 

9/16（金） 

8,800円 
〇 

約 15分 
9/17（土） 

9,300円 〇 

花巻温泉 

ホテル紅葉館 
(岩手県花巻市湯本 1−１２５) 

和室 4名様利用 

１泊 2食付 

 

大浴場付（温泉） 

9/16（金） 

15,800 円 

〇 約 15分 

9/17（土） 

21,300 円 

和室 3名利用 

１泊 2食付 

 

大浴場付（温泉） 

9/16（金） 

16,900 円 

9/17（土） 

22,400 円 

和室 2名利用 

1泊 2食付 

 

大浴場付（温泉） 

9/16（金） 

18,550 円 

9/17（土） 

24,050 円 

 

 

【注意事項】 

※ホテルルートイン花巻は無料軽朝食となります。 

※花巻温泉でのお食事は基本バイキングとなりますが、新型コロナ感染症対策のため食事内容が変更となる場合もございます。 

※一部の施設にご希望が集中する場合がございます。先着となりますので満室の場合はご了承ください。 

※駐車場は宿泊施設により異なります。 

車種によっては駐車料金が有料の場合がございますので、お手数ですがご予約後に宿泊施設へ直接お問合せください。 

※喫煙のお部屋指定につきましては、ご希望にてお預かりいたします。確約は出来かねますので予めご了承ください。 

  喫煙のお部屋をご希望の場合は、大会のお問い合わせ先（morioka_mice@jtb.com）までご連絡ください。 

※当日お食事が不要となった場合でもご返金はできませんので予めご了承ください。 

個人勘定およびこれに伴うサービス料と諸税は各自ご精算願います。 

※お申込前に「４．変更・取消について」をお申込前に必ずご確認ください。 
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■日程表 

日次 行  程 食 事 
１ ご自宅または前泊地又は各地⇒(各自移動、お客様負担)⇒各宿泊施設(泊) 朝：× 昼：× 夕：×（※1） 

２ 各宿泊施設⇒(各自移動、お客様負担) ⇒ご自宅または次泊地又は各地 朝：○（※2） 昼：× 夕：×（※1） 

３ 各宿泊施設⇒(各自移動、お客様負担) ⇒ご自宅または次泊地又は各地 朝：○（※2）昼：× 夕：× 

※注 1） 花巻温泉ホテル紅葉館は基本２食付き（夕食・朝食ともにバイキング予定）となります。 

※注 2） ホテルルートイン花巻は無料軽朝食となります。 

※上記は 2 泊 3日の場合の日程です。1 泊 2日の場合は、日次２が削除となります。 

 

■ご確認項目 「競技結果」による宿泊取消、追加宿泊手配について 
●「競技結果」による宿泊取消について 

宿泊お申込み後の取消については、「４．取消料について」記載の取消料が発生いたします。 

その為、事前申込につきましては各チームのご判断によりお申込くださいますようお願いいたします。 

但し、連泊を希望されるチームを優先して配宿をさせていただきますので、何卒ご了承ください。 

また、宿泊事前申込分で、当日敗退に伴う取消が生じた場合につきましては、お手数ではございますが、当日専用のお

問い合わせデスクへご連絡ください（TEL 080-8295-3264）。 

 

 

●「競技結果」による追加宿泊手配について 

追加宿泊手配が生じた場合、当日専用のお問い合わせデスク（TEL 080-8295-3264）にて受付いたします。 

追加宿泊手配ご希望のチームは、当デスクまでご連絡くださいますようお願いいたします。 

試合結果が出ていない場合もご相談させていただきます。 

但し、宿泊日当日の手配となるため、お客様のご希望通りの配宿ができない場合がございますので、予めご了承ください。 

また、追加宿泊手配分の宿泊代につきましては、大会終了後、一週間以内に弊社指定口座へお振込みいただきますよう

お願いいたします。 

 

 

３．昼食弁当（旅行契約に該当しません。取消料規定が宿泊プランと異なりますので、ご注意ください。） 

 
宿泊プランをお申込みの方に限り、お弁当のお手配もさせていただきます。 

誠に恐れ入りますがお弁当のみのお手配は承っておりませんので、予めご了承ください。 

 

■設定日：令和 4年 9月 17日（土）・18日（日） 

 

■内 容：幕の内弁当（パックお茶付き）･･･日替わりメニューとなります。  

■代 金：1食につき 900円（税込） 

■時 間：１１：００～１３：００予定（各日共通） 

■場 所：会場内『ＪＴＢデスク』予定 

■受 取:：申込サイトから「確認書」をプリントアウトしていただき、弁当受け取りの際に『ＪＴＢデスク』に 

ご提示ください。 

 

※お受取後は、お早めにお召し上がりくださいますようお願い申し上げます。 

※空箱は指定の時間までに『ＪＴＢデスク』にお持ちください。 
 

 

４．変更・取消について 
 
① お申込み後の変更および取消は、お客様ご自身で必ず宿泊申込サイトのマイページへログインいただき、「変更」

より、お手続きをお願いします。 

・取消料は、弊社の営業日・営業時間内に、お客様がＷｅｂお客様画面での変更手続きを完了させた時点を基準

に発生いたします。営業時間外に変更・取消手続きを完了させた場合、翌営業日が変更日・取消日となりますの

でご注意ください。 

（行き違いを防ぐため、お電話やＦＡＸによる変更・取消はお受けできませんので、ご了承ください。） 

・旅行開始後の取消連絡はお電話にて承ります。 

（大会当日の連絡先は、ご出発前までにご郵送する資料に掲載いたします。） 

② お申込後の取消につきましては、お申込みの各項目につき、お申出の日時により所定の取消料を申し受けます。

ご入金後のご返金は、変更・取消にて生じた変更・取消料を差し引いた金額を、大会終了後、銀行振込にてご返

金させていただきます。 



 

 

 

【変更・取消料】 
・宿泊プラン（募集型企画旅行契約） 

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、次の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の前

日から起算してさ

かのぼって 

１．15日目にあたる日以前の解除 無 料 

２．14日前から 8日前まで 旅行代金の ２０％ 

３．7日前から 2日前まで 旅行代金の ３０％ 

 ４．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の ４０％ 

５．宿泊日当日 10時までの解除 旅行代金の ５０％ 

６．宿泊日当日の 10時以降又は無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

・昼食弁当（旅行契約には該当しません） 

契約解除の日 取消料（1個あたり） 

ご利用日の前日から起算してさかのぼって３日前まで 無 料 

ご利用日の前々日まで 弁当代の ５０％ 

ご利用日の前日・当日 弁当代の１００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【お問い合わせ先】 
    

株式会社ＪＴＢ 盛岡支店 

「第 16回東日本ミズノ杯実年ソフトボール大会」係  担当者：猿田（さるた） 

TEL：０１９‐６５１-７４７４  

E-mail: morioka_mice@jtb.com 
営業時間： 平日 9:30～17:30 ※土日・祝日および年末年始（12/30～1/3）休業 
住所：〒020-0024 岩手県盛岡市菜園 1-12-18 盛岡菜園センタービル 4 階 

総合旅行業務取扱管理者：佐藤 大輔 

 

 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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。 



 

■ご旅行条件書 要約（募集型企画旅行契約）･･･宿泊プランに適用します。 
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお読みいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。 

旅行条件書（全文）はこちらよりご確認ください。【http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp】 

 

●募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）JTB 盛岡支店（岩手県盛岡市菜園 1-12-18 盛岡菜園センタービル 4 階）、観光庁長官登録旅行業第 64 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、別途ご確認いただく旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする宿泊申込確認書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、申込金を受領したときに成立するものとします。但し、本契約に関しましては、後日送付する請求書に基づく 

旅行代金のお振込が完了した時点で、旅行契約が成立したものとします。 

●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、下記に記載の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって 

１． 15日目にあたる日以前の解除 無料 

２． 14日前から 8日前まで 旅行代金の  ２０％ 

３． 7日前から 2日前まで 旅行代金の  ３０％ 

 ４． 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の  ４０％ 

５． 宿泊日当日 10時までの解除 旅行代金の  ５０％ 

６． 宿泊日当日の 10時以降又は無連絡不参加 旅行代金の １００％ 

●旅行代金に含まれるもの 
各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事費用、サービス料及び消費税等諸税。これ

らの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。 

       （コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 

●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、補償金ま

たは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症状（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、当社が電話また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、その通知がお客様に到

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」等を通知していただきます。 

（２）「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまた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。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。 

●国内旅行保険への加入について 
旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大

変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入すること

をお勧めします。詳細については、お問合せください。 

●事故等のお申出について 
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、または、お申込個所にご通知ください。

（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 

●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および、それらのサービス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事務局へ情報を提出し利用させていただきます。予め同意いただき、お申込み下さい。 

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は令和 4年 6月 1日現在を基準としています。また、旅行代金は令和 4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。 
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