第５７回全国高等専門学校体育大会
剣道競技
宿泊・弁当・氷手配のご案内

大会開催期日：２０２２年８月２４日（水）～２０２２年８月２６日（金） ３日間
<スケジュール>
２０２２年８月２４日（水）：前日練習
２０２２年８月２５日（木）：大会１日目 男女個人戦
２０２２年８月２６日（金）：大会２日目 男女団体戦
会
場：とくぎんトモニアリーナ（徳島市立体育館）
会場住所：徳島県徳島市城内６番地
会場アクセス：ＪＲ徳島駅から徒歩約８分

ご挨拶
第５７回全国高等専門学校体育大会が開催されますことを心から歓迎申し上げます。
ご参加の皆様方のご便宜を図るため、ご宿泊等のお世話を名鉄観光サービス株式会社徳島支店にて
お取り扱いさせていただくことになりました。大会のご成功に向け、精一杯のお手伝いをさせて
いただきますので、皆様方のお申込をお待ちしております。
名鉄観光サービス株式会社

徳島支店

支店長 山野井 健二
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《1》お申込み方法のご案内
(1) 宿泊・弁当・氷のお申し込み
別紙、お申込書に必要事項をご記入いただき、
メールにて７月２７日（水）までにお申込み下さい。
メールでのお申込みができない場合のみ ＦＡＸ にて承ります。
ご登録いただきました個人情報の管理には当社個人情報保護方針にもとづき適切な体制で臨んでお
ります。ＦＡＸ 到着後の個人情報の管理には充分注意をしておりますが、ＦＡＸ を送信される際はく
れぐれも誤送信等、ご注意ください。あわせてお手数ですが、必ず ＦＡＸ の着信確認のご連絡をお願
いいたします。
(2) 予約確認書（宿泊先回答書）
・請求書のご送付
お申込者ご連絡先に８月５日（金）を目安に、宿泊・弁当の予約確認書、請求書およびご旅行条件書
（全文）をメールさせていただきますので、ご確認いただき、予約確認書は当日ご持参のうえ、
宿泊先及び弁当引換所、氷引換所にご提示をお願いいたします。
(3) ご旅行代金のお支払い
請求書が到着次第、８月１２日（金）までにお振込みをお願いします。
（振込手数料はご負担願います。
）
振込先
三井住友銀行 東海支店
口座種類：普通預金
口座番号：２３３５８５２
口座名 ：メイテツカンコウサービス（カ
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《２》宿泊プランのご案内

※名鉄観光サービス㈱徳島支店が企画・実施する募集型企画旅行となります。

(1) 宿泊プランの概要
宿泊プラン設定日：２０２２年８月２４日（水）～２０２２年８月２５日（木）の毎日
いずれも １ 泊 ２ 日
８月２６日(金)の宿泊が必要な場合は別途ご相談下さい。
ご 旅 行 代 金：
（2）の宿泊プラン一覧をご参照ください。
食 事 条 件： １ 泊朝食付プラン 朝食 １ 回、昼食 ０ 回、夕食 ０ 回
１ 泊 ２ 食付プラン 朝食 １ 回、昼食 ０ 回、夕食 １ 回
添

乗

員： 同行しません。
この旅行では約款に定める旅程管理業務は行いません。
予約確認書を宿泊施設にご提示の上、各自チェックインをお願いします。
代替手配が必要となった場合もその代替手配はお客様ご自身で行っていただきます。

最少催行人員：１ 名様
そ

の

他



ご旅行代金には、諸税・サービス料金を含んでいます。



お申込みの際には第二希望・第三希望までご記入ください。なお、申込受付順の受付となります
ので、お早めにお申込み下さい。



各宿泊施設の部屋数には限りがございます。第一希望の客室・宿泊施設が満室の場合は、
第二希望・第三希望に従い他の客室・宿泊施設をご案内させていただく場合がございます。



記載のホテルの客室には全てバス・トイレの設備が有ります。



禁煙部屋には限りがございますので、ご希望に沿えない場合がございます。



食事が不要の場合でもオリジナルプランのため、ご返金はできません。（権利放棄となります）



個人勘定及びこれに伴うサービス料金と諸税は各自ご精算願います。
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(2) 宿泊プラン一覧
お部屋のご利用は、引率の方はシングル利用。選手は１～３名様の利用となります。
昴宿よしのに宿泊の選手は、１～４名様の利用となります。引率の方はシングル利用となります。
駐車場代は、１泊あたりの金額となります。当日ホテルにてお支払い下さい。
地
図
番
号

宿泊施設名

交通アクセス
ＪＲ徳島駅からホテル
ホテルから大会会場
ホテル駐車場

ＪＲ徳島駅から
徒歩約４分
【ザ ・グランドパレス
とくぎん
系列ホテル】
トモニアリーナまで
ザ・グランドパレス
徒歩約４分
アグネスホテル徳島
①
【乗用車】
アグネスホテル・プラス
ホテル内駐車場 無料
【バス】
朝食・夕食は、
ホテル内駐車場 無料
グランドパレスにて
又は阿波踊り会館 無料

②

③

スマイルホテル徳島

昴宿 よしの

客室タイプ
（ご利用条件）

ご旅行代金(税込) 申
込
（お一人様）
記
号

シングルルーム
（１名１室利用） １泊朝食付プラン
９，９００円
ツインルーム
（２名１室利用）
A

トリプルルーム
（３名１室利用）

１泊２食付プラン
１１，９００円

シングルルーム
ＪＲ徳島駅から
（１名１室利用）
徒歩約５分
ツインルーム
とくぎん
（２名１室利用）
トモニアリーナまで
１泊朝食付プラン
B
徒歩約７分
９，９００円
【乗用車】
トリプルルーム
ホテル内駐車場 1000 円
（３名１室利用）
【バス】
阿波踊り会館 無料
ＪＲ徳島駅から
徒歩約４分
とくぎん
トモニアリーナまで
和室利用
徒歩約１０分
（４名定員）
【乗用車】
ホテル内駐車場 500 円
【バス】
阿波踊り会館 無料
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１泊朝食付プラン
８，０００円

１泊２食付プラン
９，５００円

C

全体ＭＡＰ

【大会会場】
とくぎんトモニアリーナ

徳島阿波おどり空港
大会会場まで車で約３０分

（徳島市立体育館）

徳島駅
大会会場まで徒歩で約６分

【大会会場】

ＭＡＰ 会場・ホテル周辺

とくぎんトモニアリーナ
① ザ・グランドパレス

（徳島市立体育館）

アグネスホテル・プラス
徳島駅

① アグネスホテル徳島

②スマイルホテル徳島
③昴宿 よしの
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(3) 日程表
１ 泊朝食プラン
日次

日程

食事条件

ご自宅 または 各地 ……（各自移動、交通費お客様各自ご負担）…… 各宿泊施設
1
2

[徳島市内 泊]
各宿泊施設…………（各自移動、交通費お客様各自ご負担）………… ご自宅 または 各地

朝食：－ 昼食：－ 夕食：－
朝食：○ 昼食：－ 夕食：－

１ 泊 ２ 食プラン
日次

日程

食事条件

ご自宅 または 各地 ……（各自移動、交通費お客様各自ご負担）……各宿泊施設
1
2

[徳島市内 泊]
各宿泊施設…………（各自移動、交通費お客様各自ご負担）………… ご自宅 または 各地

朝食：－ 昼食：－ 夕食：○
朝食：○ 昼食：－ 夕食：－

(4) 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、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

1．21 日目にあたる日以前の解除

起算してさかのぼって

2．20 日目にあたる日以降の解除（3～6 を除く）

旅行代金の

20％

3．7 日目にあたる日以降の解除（4～6 を除く）

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．当日の解除（6 を除く）

旅行代金の

50％

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加

旅行代金の 100％

無料

ご注意
① コロナウイルス感染拡大に伴い、各エリアにおいて参加見合わせの場合においてもお申込者様より、
上記金額を取消料として申し受けます。
② コロナウイルス感染拡大に伴い、大会主催者様より大会中止及び延期のご判断の場合においてもお申
込者様より、上記の金額を取消料として申し受けます。

《3》弁当のご案内

※手配旅行として承ります。

(1) 概要
大会期間中２０２２年８月２４日（水）～２６日（金）の間会場での弁当手配を事前に承ります。
昼食弁当お茶付 代金：１ 個 ８００ 円（税込）
・ 宿泊のお申込と同時に申込書にご記入の上、お申込み下さい。なお、当日販売はおこないませんので
ご了承下さい。
・ お支払いはご旅行代金とあわせて、お振込みをお願いいたします。
・ お引渡しは予約確認書毎に各会場で指定時間に引渡しとなります。空箱回収もおこないます。
お受け取り後は早目にお召し上がりください。
配布時間：８月２４日(水)１１時 ８月２５日(木)・２６日(金)１１時～１２時
回収時間：８月２４日(水)１４時 ８月２５日(木)・２６日(金)１４時３０分～１５時
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(2) 取消料
弁当のお手配は旅行契約ではございません。手配先との取り決めにより、以下の取消料を適用させてい
ただきます。
解除の日

取消料（1 個あたり）

1．3 日前までの解除

無料

2．上記１．以降、2 日前までの解除

代金の 50％

3．上記 2．以降、前日の 12:00 までの解除

代金の 80％

4．上記 3．以降、当日の解除および無連絡

代金の 100％

ご注意
① コロナウイルス感染拡大に伴い、各エリアにおいて参加見合わせの場合においてもお申込者様より、
上記金額を取消料として申し受けます。
② コロナウイルス感染拡大に伴い、大会主催者様より大会中止及び延期のご判断の場合においてもお申
込者様より、上記の金額を取消料として申し受けます。

《4》氷のご案内
(1)概要
大会期間中２０２２年８月２４日（水）～８月２６日（金）の間会場での氷手配を事前に承ります。
氷（カチ割り） 代金：１ 袋当たり ３ ㎏ ５００ 円（税込）
・ お申込みと同時に買取となります。
・ お支払いはご旅行代金とあわせて、お振込みをお願いいたします。

・ お引渡しは会場で指定時間に引き渡しとなります。
８月２４日（水）１３時 ８月２５日（木）１０時３０分 ８月２６日（金）９時

《5》交通機関のご案内
宿泊先、会場間の計画輸送は行っておりません。
貸切バス等のお手配に関しては別途、ご相談ください。
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《6》変更・取消のご案内
変更・取消は、メールにてご連絡ください。
メールでのご連絡ができない場合のみ ＦＡＸ にて承ります。
※ 旅行開始後の取消し連絡については電話にて承ります。弊社営業時間外、緊急連絡先については
お申込者様にお送りする予約確認書面をご確認下さい。
なお、お申込後の取消につきましては、それぞれ規定の取消料を申し受けます。
・ 取消基準日は、メール（ＦＡＸ）の通信日としますので、必ず書面にてご連絡ください。
・ 取消後の返金につきましては、取消料を相殺した残額をご返金いたします。

＊＊ お申込・お問合わせ先（旅行企画・実施）＊＊
(一社)日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 観光庁長官登録旅行業第 55 号 旅行業公正取引協議会会員

名鉄観光サービス(株)徳島支店 「第５７回全国高等専門学校体育大会剣道競技」 係
〒770-0904 徳島県徳島市新町橋 2-10-1（徳島眉山第一生命ビル 4 階） 総合旅行業務取扱管理者 山野井健二

TEL：088-622-1203 FAX:088-622-1157

E-mail：tokushima2022kosen@mwt.co.jp
担当者 ： 長尾優・齋藤昌己
営業時間 月曜～金曜 9:00～17:00（土日祝休業）
・旅行条件・旅行代金の基準:令和 4 年 7 月 8 日を基準としています。
・旅行条件:詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認のうえ、お申込み下さい。
・弊社の募集型企画旅行ご旅行条件書 https://www.mwt.co.jp/info/joken_jpn.pdf
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業
所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者
からの説明にご不明の点がありましたら、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。
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承認番号 中四国
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