
【旅行企画・実施】

観光庁長官登録旅行業第２号　　日本旅行業協会正会員

株式会社　日本旅行　高松支店

〒　760-0026　　香川県高松市磨屋町２－８　あなぶきセントラルビル１階

TEL　０８７－８５１－４９８１　　FAX　０８７－８２２－７３８０

営業時間　月～金曜日　１０：３０～１８：００　（土・日・祝日　休業）

第２３回

全国中学生空手道選手権大会

宿泊　・　昼食弁当のご案内

◆ 開催期間　・・・　２０１５年　８月　２１日（金）～２３日（日）

◆ 開催場所　・・・　高松市総合体育館



拝啓

平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度は　『第２３回全国中学生空手道選手権大会』　が香川県高松市にて開催されますことを心より

お慶び申し上げます。

さて、全国各地からご参加の皆様を香川県にお迎えするにあたりまして、大会事務局のご指示のもと

株式会社日本旅行高松支店が「宿泊・昼食弁当」の手配をさせていただくことになりました。

何卒よろしくお願い申し上げます。

つきましては、次頁からのご案内をご検討の上、お申込みいただきますようご案内申し上げます。

皆様にとりまして記念となる大会になりますよう社員一同誠心誠意努力いたす所存でございます。

皆様方のご利用を心よりお待ち申し上げております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

◆　宿泊・弁当等についてのお問い合わせ
第２３回全国中学生空手道選手権大会　指定旅行業者
株式会社　日本旅行　高松支店
担当　　寺尾　・　田中　・　豊嶋
E-mail　：　takamatsu_office@nta.co.jp
TEL　：　０８７－８５１－４９８１
FAX  ：　０８７－８２２－７３８０

ごあいさつ

２０１５年４月吉日
㈱日本旅行　高松支店
支店長　坂　口　貴　正



①ファクシミリ（ＦＡＸ） ＦＡＸ番号　　０８７－８２２－７３８０

②電子メール E-mailアドレス　：　takamatsu_office@nta.co.jp

※申込書を添付ファイルにてお送りください。

※開封通知返信要求をお付け下さい。

※送信メールの件名に必ず　【２３回空手】　とお入れください。

③郵送　送付先住所　〒760-0026　高松市磨屋町2-8あなぶきｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ１階

●お電話でのお申し込みは受付しておりません。

●最終お申込期限　　　平成２７年　７月１０日（金）必着

●お申し込み締め切り後、７月下旬に　『予約内容確認書兼請求書』等関係書類を

　 お申込責任者様宛に発送させていただきます。

●上記書類の内容をご確認の上、請求書に記載の指定口座へお振込み下さい。

●お申込書の送付以降、変更・取消が生じた場合、ＦＡＸ・電子メール・郵送にて

　ご連絡願います。尚、当社の営業時間外に頂いた変更・取消については翌営業日

　での取り扱いとさせていただきます。

　また入金後に返金が生じた場合、大会終了後、所定の手数料を差し引いてご返金

　させていただきます。事務処理の都合上、日数がかかりますことを予めご了承下さい。

　〒７６０－００６６　　高松市福岡町４－３６－１

　　ＴＥＬ　０８７－８２２－０２１１

・　アクセス　：　ことでん　志度線　「沖松島駅」より徒歩２分

・　ＪＲ高松駅より約３Kｍ　お車で約１０分

・　会場周辺には駐車場があまりありません。公共の交通手段でのご来場にご協力

　をお願い申し上げます。

●宿泊プラン・お弁当のお申し込みは、お申込書に必要事項をご記入の上、
「日本旅行高松支店　全国中学生空手道選手権大会　受付係」まで以下の
方法にてお申し込みください。
注：宿泊プランのお申し込みは必ず第３希望までご記入願います。

◆ 会場　：　高松市総合体育館

 お申込み 

方法について 

 大会会場 

 について 

大会会場 

ＪＲ高松駅 
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１　宿泊施設のご案内
宿泊の取扱は、日本旅行高松支店が企画実施する「募集型企画旅行」です。お申し込みに際し、別紙ご旅行条件書
を必ずご確認ください。

◆行程等について

①　初　 日　：　各地　⇒　（各自にて移動）　⇒　香川県内宿泊地

　　 最終日　：　大会宿泊地　⇒　（各自にて移動）　⇒　各地

②　最少催行人員　：　１名以上

③　添乗員　：　添乗員は同行いたしません。

④　その他の条件につきましては別紙「募集型企画旅行約款」をご参照ください。

●ご案内ホテル

　設定期間　：　８月２１日（金）　・　８月２２日（土）泊

　食事条件　：　１泊２食付き　

地区 施設名 部屋タイプ 申込記号 宿泊代金 夕食追加 駐車料金（１日)／会場まで

高松
石灯りの宿　花樹海

和室・洋室

Ａ ¥13,500 Ｐ無料／車で　１５分

ニューグランデみまつ Ｂ ¥9,800 \1,000／車で　２分

塩江 新樺川観光ホテル Ｃ ¥11,500 Ｐ無料／車で　４０分

三木町 トレスタ白山

Ｄ ¥9,500
Ｐ無料／車で　３０分

坂出
休暇村讃岐五色台 和室 Ｐ無料／車で　２５分

坂出グランドホテル 洋室 Ｐ無料／車で　３０分

　食事条件　：　１泊朝食付き/夕食追加可能　 ※２食付ご希望の場合は申込書備考欄に【２食】と【人数】を明記願います。

高松

ダイワロイネットホテル高松 シングル Ｅ ¥12,000

¥2,000

\1,200／車で　５分
（役員様・審判員様優先施設） ツイン Ｆ ¥11,000
高松国際ホテル

洋室

Ｇ ¥9,800
Ｐ無料／車で　２分

高松東急イン \1,080／車で　５分

高松センチュリーホテル

Ｈ ¥9,000
￥８００／車で　５分

ホテルパールガーデン Ｐ無料／車で　２分

アパホテル高松空港 和室・洋室 Ｐ無料／車で　２５分

オークラホテル高松 洋室
Ｊ ¥7,500

¥1,500

Ｐ無料／車で　３分

高松ターミナルホテル 和室・洋室 ￥６５０／車で　５分

宇多津 サンルート瀬戸大橋 Ｐ無料／車で　３５分

　食事条件　：　１泊朝食付き　

丸亀
オークラホテル丸亀

洋室

Ｋ ¥9,500 Ｐ無料／車で　４５分

丸亀プラザホテル
Ｌ ¥7,500

Ｐ無料／車で　４５分

\3,090／車で　５分
（役員様・審判員様優先施設） ツイン・和室 Ｎ

¥12,500
ロイヤルパークホテル高松

洋室

Ｏ

ＪＲホテルクレメント高松 シングル Ｍ ¥13,000

高松シティーホテル
Ｑ ¥7,500

\1,000／車で　５分

アパホテル高松瓦町
Ｐ ¥8,000

\850／車で　５分

高松ワシントンホテル \1,500／車で　５分

坂出 ホテルルートイン坂出北ｲﾝﾀｰ Ｐ無料／車で　３０分

\1,100／車で　７分

パークサイドホテル高松 Ｐ無料／車で　１０分

丸亀 ホテルルートイン丸亀
Ｒ ¥7,000

Ｐ無料／車で　４５分

高松



※旅行代金算出基準日　平成２７年４月２０日（月）

※上記料金は全て１泊あたり、お一人様あたりの料金（サービス料・税金込み）です。

※ホテル毎の提供客室数や部屋タイプ（シングル・ツイン・和室）に限りがありますので、配宿は希望施設・ご利用人数

　お申し込み期日等を考慮し割り振らせていただきます。

※高松市内施設の収容数に限りがあり、ご希望施設にてご案内できない場合もございますので予めご了承願います。

※宿泊施設並びに部屋タイプ（シングル・ツイン・和室）の指定はお受けできません。

※１泊２食付施設において、夕食の欠食扱い（ご返金）は致しかねますので、予めご了承願います。

※Ｐ駐車場案内は一般的なご案内です。ホテル常設駐車場が満車の場合は、近隣の契約駐車場へのご案内となります。

※バス駐車場に関しましては各施設様にお問い合わせください。

２　昼食弁当のご案内
大会期間中の昼食弁当を事前のご注文によりご用意いたします。

※内容と代金につきましては以下ご参照ください。いずれのお弁当にも、お飲物はついておりません。

※お弁当のお申し込みは旅行契約ではありません。付帯サービスとしてお申し込みを承ります。

【ご案内：重要】

①大会当日の受付は、致しておりませんので、必ず事前にお申し込みください。

②個数変更、追加、取消は以下のいずれかの方法で承ります。ただし前日の１５：００までにお申し出ください。

　Ａ：日本旅行高松支店へ書面にて連絡。（大会前）お電話での変更は承っておりません。

　Ｂ：大会会場内に設置される　【日本旅行高松支店案内デスク】へ直接申し出る。（大会期間中）

③一定の数量に達しない場合、お弁用の種類の変更をお願いする場合がございますので予めご了承ください。

④配布は大会会場内の弁当引換所にて、１１：００～１３：００（予定）の時間内にお渡しいたします。

⑤弁当の空き箱は、ご注文いただいたものに限り、当日１４：３０までに会場内の指定場所へお持ちください。

⑥会場周辺には飲食店があまりないため、お弁当のお申し込みをお勧めいたします。

⑦お弁当のみのお申し込みも可能です。

⑧お弁当は保冷車にて管理しておりますが、当日のお弁当は１４時までにお召し上がりください。

　気温・湿度が高い時期ですので、お弁当は衛生管理上、召し上がられる直前に受取に来られることをお勧めいた

　します。お弁当の保管方法につきましては、くれぐれもご注意ください。

【ご案内】

上段のお弁当は日替わり弁当です。

各指定日でのご提供となります。

右記２種類のお弁当は大会期間の

３日間共通弁当です。

※掲載写真はイメージです。食材仕入れの関係等により一部の内容に変更が生じる場合もございます。予めご了承ください。

　設定日　：　８月２１日（金）　・　２２日（土）　・　２３日（日）

日替わり弁当　２１日（金） 日替わり弁当　　２２日（土） 日替わり弁当　　２３日（日）

２１日

¥800

２２日

¥800

２３日

¥800

（税込）

申込記号

Ｄ

（税込）

申込記号

Ｅ

Ａ
申込記号

（税込）

申込記号

Ｂ

（税込）

申込記号

Ｃ

共通

¥1,000

共通

¥600

大会期間中　（３日間）　共通でお申込みいただけるお弁当です。

（税込）



このパンフレットは旅行業法１２条の４に定める取引条件の説明書面及び
第１２条の５に定める契約書面の一部となります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●募集型企画旅行契約 旅程保証・・・当社は、当パンフレットに記載した契約内容の

この旅行は㈱日本旅行高松支店（以下「当社」といいます。） うち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第29条別表二

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 欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところ

当社と募集型企画旅行契約を締結して頂きます。宿泊等の申込 により変更補償金をお支払いします。

書をこ提出頂いた後に、詳しい旅行条件を説明した書面をお渡

ししますので、事前にご確認ください。 ●旅行のお申し込み及び契約成立

また、契約の内容・条件とは各プランに記載されている条件の 申込書に所定の事項を記入し、所定の期日までに旅行代金全額

ほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面および当社旅行 をお支払いください。

業約款募集型企画旅行契約の部によります。 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時

に成立するものとします。

旅行中止の場合･･･ご参加のお客様が当パンフレットに明示した

最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場 ●旅行代金に含まれるもの

合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさか 各プランに明示した宿泊代、食事代、運送機関の運賃

のぼって13日目に当たる日より前に連絡させていただき、お 企画料金及び消費税等諸税。

預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

●旅行条件・旅行代金の基準日

免責事項・・・お客様が以下の事由により損害を受けられた場合 この旅行条件は、平成27年4月1日を基準としています。

は、当社は賠の責任を負いません。 又、旅行代金は平成27年4月1日現在の有効な運賃・料金

　天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日 を基準としています。

　程の変更若しくは旅行中止

　・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ず ●取消料　（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

　る旅行日程の変更若しくは旅行の中止

　・官公署の命令、又は伝染病による隔雛、自由行動中の事故、

　食中毒、盗難

　・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の

　変更若しくは目的地・滞在時間の短縮

特別補償･･お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は

手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の

有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金

及び見舞金をお支払いします。

＜国内旅行傷害保険加入のおすすめ＞

　安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険を

　おかけになることをおすすめいたします。

・当社および販売店は、お申込みいただいた個人情報を、お客様との連絡の為や、輸送・宿泊機関等の提供するサービスの

手配及び受領の為の手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。

また、大会主催者事務局に提供いたします。

・ご提出いただいた個人情報をそれ以外の目的では利用いたしません。

・このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホームページ（http://www.nta.co.jp）でご確認ください。

●お申し込み・お問い合わせは
　【旅行企画　・　実施】 観光庁長官登録旅行業第２号

一般社団法人日本旅行業協会正会員 〒760-0026　高松市磨屋町2-8あなぶきｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ１階
ボンド保証会員 ＴＥＬ　０８７－８５１－４９８１　　　FAX　０８７－８２２－７３８０

営業時間　１０：３０～１８：００　月～金　（土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者　曽我部　友仁

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な点がありましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

ご旅行の要約

開始日前日の場合 40% 15時迄無料
以降は全額

当日の場合 50% 全額

取消連絡日 宿泊 お弁当
１４日目にあたる日

以前の場合
無料

無料
１３日目にあたる日

以降の場合 20%

７日目にあたる日
以降の場合 30%

㈱日本旅行 西日本15-073

旅行開始後の取消
無連絡取消の場合

全額 全額

個人情報のお取り扱いについて

　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたします　ので、事前にご確認の上、お申込下さい。

日本旅行高松支店　（担当：寺尾・田中・豊嶋）



日本旅行高松支店
送  信  先　Ｆ Ａ Ｘ　   ０８７－８２２－７３８０
Ｅ－mail　：　takamatsu_office@nta.co.jp

【申込み代表者情報】

〒

【宿泊申込】 必ず第３希望までご記入願います。

各日程の宿泊人数をご記入ください。
区分欄のその他には（小児・バス乗務員）等をご記入ください

【昼食弁当申込】

【ご来県交通手段について：該当手段に☑をご記入ください。（複数可）】
来県される際の交通手段をお教えください。（配宿その他の参考にするものであり駐車場確保をお約束するものではありません。）

□公共交通機関　（ＪＲ・飛行機・高速バス等）　　　□自家用車　　　　　台　　　□その他　（　　　　　　　　　）

□貸切バス　（大型　　　台　/　中型　　　台　/　マイクロ等　　　台）

　　８月　　　日　（　　　）　　午前　・　午後　　　　　時　　　　分頃予定

◆ご要望・ご連絡事項等がございましたら、ご記入ください。　

『第２３回全国中学生空手道選手権大会』　宿泊・昼食弁当　申込書

お申込先 当社使用欄 整理番号

都道府県
フリガナ フリガナ
チーム名

代表者名
学校名

確認書
送付先

学校・自宅

ＴＥＬ

ＦＡＸ

携帯電話

希望ホテルの申込み記号 第１希望 第２希望 第３希望

お申込区分
宿泊日 8/21（金） 8/22（土） 設定日以外

備考
記入例 開会式

女子 10

大会１日目 　　/　　（　　）

生徒
男子 14

女性
引率教員

男性 2

女性
監督・コーチ

男性 2

女性 4
保護者

男性 4

（　　　　　　　　　　） 女性

その他
（

男性 1

大会１日目 最終日

宿泊人員（合計） ３７　　名 　　　名 　　　名 　　　名

※夕食追加ご希望人数 ３５　　名 　　　名 　　　名 　　　名

初日宿舎到着予定時間

各設定日毎の申し込み記号と

申込数をご記入ください Ｄ 5 個 個 個個

Ａ 30 個 個 個個

記入例 8/21（金） 8/22（土） 8/23（日）
開会式



この度、各地からの皆様を香川にお迎えするにあたり、日本旅行高松支店が受付業務のお手伝いをさせていただく
ことになりました。何卒よろしくお願い申し上げます。
つきましては、下記のご案内を検討のうえ、お早目にお申込みいただきますようご案内申し上げます。

１．宿泊ホテルのご案内【宿泊は日本旅行高松支店が企画・実施する募集型企画旅行です。】
■宿泊設定日　　　平成２７年８月２１日（金）・２２日（土）泊

ＪＲ高松駅から徒歩２分

ことでん瓦町駅から徒歩５分

◆旅行代金算出基準日　　平成２７年４月２０日（月）
◆上記旅行代金はすべて１泊あたり、お一人様の料金（サービス料・税金込み）です。
◆最少催行人員　１名
◆添乗員は同行いたしません。
◆旅行代金に含まれるもの　①宿泊代金　②食事代金
◆旅行代金に含まれないもの　：　上記以外は料金に含まれません。
例）①個人的性格の費用：飲食代、クリーニング代、電話代等　②任意の旅行傷害保険代金　③駐車料金

【ご案内：重要】
①設定日以外の宿泊が必要な場合は、当社へご相談ください。
②限られた部屋数の為、場合によっては部屋タイプ及び近隣の他のホテルへ変更をお願いする場合もございます。
　 予めご了承ください。

２．昼食弁当のご案内
　　大会役員・都道府県役員・審判員の皆様の昼食弁当（8/22・8/23の２日分）は大会事務局にてご用意いたします。

３．懇親会のご案内　　《旅行契約ではございません》
　■日時　：　平成２７年８月２１日（金）　１９：００～（予定）
　■会場　：　ＪＲホテルクレメント高松　３階　『飛天の間』
　■会費　：　お一人様　￥１０，０００円（税込み）

４．お申し込み・お支払い
　【お申し込み方法】　申込書に必要事項をご記入の上、「日本旅行高松支店」まで以下方法にてお申し込みください。
　　　　　　　　　　　　　　①ＦＡＸ　　　　 ＦＡＸ番号　：　０８７－８２２－７３８０
　　　　　　　　　　　　　　②電子メール E-mail　　　：　takamatsu_office@nta.co.jp

※申込書を添付ファイルにてお送りください。
※開封通知返信要求を付けてください。

　　　　　　　　　　　　　　③郵送　　送付先住所　〒760-0026　高松市磨屋町2-8あなぶきｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ１階
　【お申込み締切日】　　最終申込期限　平成２７年７月１７日（金）必着
　【最終案内】　　　　　　最終申し込み締め切り後、順次、予約関係書類及び請求書を発送させていただきます。
　【お支払い方法】　　　予約関係書類が到着後、内容をご確認のうえ、記載の期日までに指定口座へお振込み下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　（振込手数料はお客様負担とさせていただきますので、予めご了承ください。）

５．取消・変更
　①下記に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも取消が可能です。

　②申込書の送付以降、変更・取消が生じた場合、至急、ＦＡＸ又は電子メール、郵送にてご連絡ください。お電話での
　　 連絡はお受けしておりません。また当社の営業時間外に頂いた場合は翌営業日の取り扱いとさせていただきます。

【第２３回全国中学生空手道選手権大会】宿泊・懇親会のご案内

（大会役員・審判員用ならびに都道府県役員用）

宿泊施設名 お部屋タイプ 旅行代金 条件 アクセス　他

ダイワロイネットホテル高松
シングル ¥12,000 円

朝食付
ツイン ¥11,000 円

ＪＲホテルクレメント高松
シングル ¥13,000 円

朝食付
ツイン ¥12,500 円

旅行代金の３０％ 40% 50% 旅行代金全額

取消料
旅行開始日の前日から起算して

旅行開始日の前日
旅行開始日当日 旅行開始後の取消または

さかのぼって２０日目～８日目 さかのぼって７日目～前々日 （旅行開始前） 無連絡不参加の場合

旅行代金の２０％



『第２３回全国中学生空手道選手権大会』　宿泊・昼食弁当　申込書

  日本旅行高松支店
送信先 ＦＡＸ　  ０８７－８２２－７３８０
Ｅ－mail　：　takamatsu_office@nta.co.jp

【申込み代表者情報】

〒

ご宿泊は【M】【N】ＪＲクレメントホテル高松【E】【F】ダイワロイネットホテル高松となります。
懇親会はＪＲホテルクレメント高松にて開催。なお会費は【\１０，０００】の予定です。

※役員様のお弁当は大会事務局にてご用意しております。

ご宿泊は【M】【N】ＪＲクレメントホテル高松【E】【F】ダイワロイネットホテル高松となります。
懇親会はＪＲホテルクレメント高松にて開催。なお会費は【\１０，０００】の予定です。

※審判員様のお弁当は大会事務局にてご用意しております。

◆ご要望・ご連絡事項等がございましたら、ご記入ください。　

大会役員・審判員用並びに都道府県役員用申込書

お申込先 当社使用欄 整理番号

都道府県
フリガナ フリガナ

所属 代表者名

ﾎﾃﾙ
記号

ご　宿　泊 懇親会
お名前 8/21（金） 8/22（土） 8/21（金）

確認書
送付先

学校・自宅

ＴＥＬ
ＦＡＸ

携帯電話

役員様用記入欄

ＮＯ
フリガナ

種別 役職 性別

〇 〇 〇
□　都道府県役員

1
□　大会役員

例
ｶｶﾞﾜ　ｲﾁﾛｳ

香川　一郎
□　大会役員

事務局長 男 Ａ

□　都道府県役員

2
□　大会役員

□　都道府県役員

3
□　大会役員

□　都道府県役員

4
□　大会役員

懇親会 備考
お名前 8/21（金） 8/22（土） 8/21（金） 備考

□　都道府県役員

審判員様用記入欄

ＮＯ
フリガナ

性別
ﾎﾃﾙ
記号

ご　宿　泊

〇

1

例
ｶｶﾞﾜ　ｲﾁﾛｳ

香川　一郎
男 Ａ 〇 〇

3

2


