平成２８年度 九州中学校体育大会
第４９回九州中学校体操競技大会
宿泊・弁当要項
宿泊・弁当等の取扱いは，名鉄観光サービス（株）福岡支店が旅行企画・実施する『募集型企画旅行』です。
１．基本方針
平成２８年度九州中学校体育大会の宿泊及び昼食の確保に万全を期する事を目的とし，次のように定めます。
（１） 宿泊・弁当等の取扱いにつきましては九州中学校体育大会福岡県実行委員会（以下「実行委員会」という）
の基本方針に従って実施します。
（２） この要項の適用対象者（以下「大会参加者」という）は平成 28 年度九州中学校体操競技大会に参加する選
手・監督・コーチ・引率教員・応援中学生・役員（視察員含む）・一般応援者・保護者（小学生も含む）と
します。
（３） 大会参加者の配宿は指定宿舎といたします。尚，指定したホテルの変更は原則として認めません。変更によ
って生じた紛議や損失は，任意に宿泊を変更したものがその責任を負うことになります。
（４） 宿泊・弁当の取扱いは，実行委員会が指定した「名鉄観光サービス（株）福岡支店」
（以下，
「宿泊センター」という）が担当します。必ず宿泊センターを通じて申込み等を行ってください。
２．取扱期間
平成２８年８月６日（土）～８月９日（火） ４日間
※但し，災害等特別な事由が生じた場合は，別途考慮します。
３．宿泊について
（１）宿泊料金について（税・サービス料込／１名当り／定員利用）
宿泊ランク
食事
参加者区分

料金

部屋タイプ

１泊２食
１５，０００円 シングル・ツイン
基本本部利用
１泊朝食
１３，０００円 トリプル・和室のいずれか
１泊２食
１２,０００円 シングル・ツイン
選手・監督・コーチ・引率教員・応援中学生
Ａ
一般応援・保護者
１泊朝食
９,０００円 トリプル・和室のいずれか
１泊２食
１１,０００円 シングル・ツイン
選手・監督・コーチ・引率教員・応援中学生
Ｂ
一般応援・保護者
１泊朝食
１０,０００円 トリプル・和室のいずれか
１泊２食
１０,０００円 シングル・ツイン
選手・監督・コーチ・引率教員・応援中学生
Ｃ
一般応援・保護者
１泊朝食
９,０００円 トリプル・和室のいずれか
１泊２食
９,０００円 シングル・ツイン
選手・監督・コーチ・引率教員・応援中学生
Ｄ
一般応援・保護者
１泊朝食
８,５００円 トリプル・和室のいずれか
１泊２食
７,５００円 シングル・ツイン
選手・監督・コーチ・引率教員・応援中学生
Ｅ
一般応援・保護者
１泊朝食
７,０００円 トリプル・和室のいずれか
①ホテルタイプのツイン・トリプルルーム使用の場合，エキストラベッド対応になる場合があります。
②宿泊代金には連絡通信費・企画料金が含まれています。
③小学生も同料金となります。また未就学児につきましては「宿泊センター」にお問い合わせ下さい。
④宿泊施設を指定してのお申込は受付できません。
（２）早着・遅着の取扱い
チェックインは１５：００以降，チェックアウトは１０：００以前を原則とします。
それ以前・以降の場合は追加料金がかかる場合があります。
（３）欠食控除の取扱い
朝食の欠食はできません。また申込以降の夕食欠食は原則的に受付できません。
（４）配宿について
①配宿は大会本部と協議の上，行います。各宿泊区分及び宿泊施設の収容人員が満員に達した場合，止むを得ず
希望外または利用宿泊施設以外へ配宿を行うことがあります。予めご了承下さい。
②宿泊施設は駐車場を有しない施設が多い為（有する場合でも有料）駐車料金がかかる場合があります。

Ｓ
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③配宿は選手・監督・コーチ・引率教員を最優先いたします。また応援中学生・一般応援・保護者につきましては
可能な限り選手等と同じ宿泊施設に配宿いたしますが，収容人員が満員に達した場合，他の宿泊施設をご案内す
ることがあります。
４．弁当の取扱いについて
（１）平成２８年８月６日（土）～９日（火）の間，１食７００円（税込・お茶付）でご希望により手配します。
（２）弁当の引き換えは競技場指定弁当引換所にて１０：３０～１２：００の間に行います。
（３）弁当受け取り後１時間以内に必ずお召し上がりください。
（４）弁当の空き容器は引換所に１４：３０迄に持参して下さい。
５．変更・取消しについて
無連絡・
4 日前まで
3 日～2 日前まで
前日
当日
旅行開始日以降
宿泊料取消料

無 料

宿泊代金の 20％

宿泊代金の 40％

宿泊代金の 50％

宿泊代金の 100％

無 料
前日の 16：00
全 額
但し 16：00 まで
以降より全額
（１）宿泊のお取消に関しては初日から起算いたします。２泊目以降のお取消に関しては旅行開始以降となり，
宿泊代金の１００％となります。
（２）宿泊人員の変更について
配宿決定通知前の変更は，最初の申込書に変更事項を明記の上，
「宿泊センター」宛にＦＡＸして下さい。
配宿決定通知以降は，直接宿舎へ連絡して下さい。
（３）弁当の追加・変更について
前日 12：00 までに，
「宿泊センター」まで最終の必要個数を必ずご連絡ください。ご連絡が無い場合は，
当初の申込み個数でお渡しします。
６．申し込み方法
①申し込み方法について
出場が決定次第，所定の申し込み用紙に記入の上，ＦＡＸにて下記「宿泊センター」宛にお申し込みください。
②申し込み締切日について
申し込み締切日は，平成２８年７月３１日（日）１８：００までとします。
③宿泊・弁当の確認書発送について
８月４日（木）までにご記入いただいた学校様宛に宿泊決定通知書・弁当確認書等をＦＡＸいたします。
④お支払いについて
大会期間中に大会会場内の名鉄観光ツアーデスクにて現金でお支払い下さい。※受付時間 10：00～16：00
⑤返金について
お申込内容の変更，取消により返金が生じた場合，大会終了後申込書ご記入の振込口座に振込ませていただきます。
⑥領収書について
領収書が必要な場合，同封の「領収書発行依頼書」にご記入いただき，宿泊センターまでＦＡＸして下さい。
⑦申し込み先
観光庁長官登録旅行業第 55 号（社）日本旅行業協会正会員/旅行業公正取引協議委員会
名鉄観光サービス（株）福岡支店「平成２８年度九州中学校体操競技大会 宿泊センター」
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前１－２－５ 紙与博多ビル 8 階
ＴＥＬ ：０９２－４５１－８８１１ ＦＡＸ ０９２－４３２－３６００
総合旅行業務取扱管理者：菊川正昭
担
当：角田（かどた）・伊賀上（いががみ）
・興梠（こうろぎ）
営業時間：９：００～１７：００（土・日・祝祭日休業）
承認番号：S16-0702
振込先
三菱東京ＵＦＪ銀行 新東京支店 普通 №３３１８８７１ 口座名義 名鉄観光サービス㈱
弁当取消料

無 料

無 料

個人情報の取り扱いについて
当社は，お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，お客様がお申込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
手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
上記以外の目的で本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。
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７．宿泊施設
ホテル名

ランク

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｅ

電話番号
住所

リーガロイヤルホテル小倉
北九州市小倉北区浅野 2-14-2
北九州八幡ロイヤルホテル
北九州市八幡東区枝光 1-1-1
ホテルニュータガワ
北九州市小倉北区古船場町 3 番 46 号
ホテルクラウンパレス小倉
北九州市小倉北区浅野 2-14-2
ホテルクラウンパレス北九州
北九州市八幡西区東曲里町 3-1
サンスカイホテル
北九州市小倉北区神幸町 2-1
ホテルテトラ北九州
北九州市小倉北区鍛冶町 1-9-8
ホテルＡＺ北九州小倉

093-531-1121
093-662-1020

備考

車 16 分 5.9 キロ

本部宿舎

車 12 分 4.1 キロ

093-521-7000

車 18 分 5.7 キロ

093-511-4111

車 15 分 5.3 キロ

093-631-1111

車 22 分 10 キロ

093-521-0123

車 19 分 8.6 キロ

093-531-3111

車 18 分 6.1 キロ

093-562-3311

車 14 分 4.2 キロ

北九州市小倉北区西港町 30-7
ホテルＡＺ北九州八幡店
北九州市八幡東区東田 1 丁目 7

会場までの距離（目安）

093-663-3301

車 15 分 6.6 キロ

貸切バス駐車等，詳しくは各宿泊施設にお問い合わせください。
※食事等のアレルギーがございます場合は，宿舎決定後，各宿舎に直接お問い合わせください。
８．その他
（1）
（2）

宿泊所は，配宿決定次第，電話またはＦＡＸにて直接連絡します。
ホテル・旅館の駐車場は台数が少なく，別途有料駐車場をご利用していただくこともあります。

北九州

ホテルＡＺ北九州小倉店
北九州八幡ロイヤルホテル

宿舎ＭＡＰプ

リーガロイヤルホテル小倉
ホテルテトラ北九州
クラウンパレス小倉
サンスカイホテル小倉
ホテルニュータガワ
北九州市立総合体育館
ホテルＡＺ北九州八幡店
クラウンパレス北九州
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