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第 41 回全国高等学校ハンドボール選抜大会
宿泊・お弁当についてのご案内・申込要項
拝啓 皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
このたびは「 第 41 回全国高等学校ハンドボール選抜大会」へのご出場誠におめでとうございます。
私共 JTB 西日本教育旅行神戸支店では、今大会に出場される皆様の宿泊・昼食弁当ご案内及びお手配をさせてい
ただくことになりました。本要項をご覧いただき、お申込み下さいます様お願い申し上げます。
皆様のご健闘を心よりお祈り申し上げます。
敬具

1．宿泊について （選手・監督/応援生徒・保護者）「募集型企画旅行契約にて承ります」<最少催行人員：1 名>
・宿泊のお申込みは、兵庫県高体連ハンドボール専門部のホームページ内「宿泊申込」画面より専用申込サイ
トにアクセスして、チーム毎にＩＤ/パスワードを取得頂き、必要事項を入力の上申込み登録をお願いします。
※応援生徒/保護者の方のお申し込みは、チームとは別のＩＤ/パスワードを取得頂きお申し込み下さい。
・旅行代金は一泊・サービス料・税金込みのお一人様あたりの宿泊代金です。
・添乗員は同行致しません（ご自身にてチェックイン等の手続をお願いします）。
・その他、前泊・後泊をご希望の場合は、その旨申込書の備考欄にご入力下さい。
（１）日程（宿泊設定日）
平成３０年３月２２日（木）
・２３日（金）
・２４日（土）
・２５日（日）
・２６日（月）
・２７日（火）
・２８日（水）
（大会前々日泊・大会前日泊を含みます）
※ 閉会式後の宿泊をご希望の方は、別途お問い合わせ下さい

（２）申込区分と旅行代金について
旅行代金：大人お一人あたり消費税・サービス料込みの宿泊代金
詳細は【宿泊地別・申込区分別 施設一覧表】にてご確認ください。
申込区分

旅行代金

食事条件

A

14,500 円

夕・朝食付き

B

13,000 円

夕・朝食付き

C

11,500 円

夕・朝食付き

D

10,000 円

夕・朝食付き

E

8,900 円

夕・朝食付き

F

13,000 円

朝食付き

G

10,000 円

朝食付き

① 利用施 設の詳細については、【宿泊地別・申込区分別 施設一覧表】にてご確認下さい。
② 部屋タイプについて（男女別定員利用）
洋室：1 名はシングルルーム、2～4 名はツインルームとなります。3 名・4 名はエキストラベッド利用。
（バス・トイレ付）
和室：お部屋の広さにより２～６名で１室利用
※お部屋の種類、タイプはご希望に添えない場合がございますので予めご了承願います。
③ 宿泊施設を指定してのお申込みはお受けできません。宿泊施設、お部屋の数には限りがございますので、
ご希望と異なる施設でのご案内となる場合がございます。予めご了承願います。
④ 宿泊のご回答は、選手・監督・役員等を優先し、部屋割りは男女の別や引率・選手の別等を考慮して行います。
⑤ 応援生徒・保護者の方の宿泊も手配致しますのでお申込み下さい。ただしチームを優先してご案内させていた
だ く関係上、宿泊が希望に添えない場合や選手と同じ宿舎にお泊まりいただけない場合もございます。

（３）配宿について
※配宿は大会本部と協議のうえ行います。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
を得ずご希望と異なる施設でのご案内となる場合がございます。また、利用予定の宿泊施設以外でのご
案内となる場合もざいます。その際は新たな条件書を記載した書面をご用意してご案内差し上げますの
でご了承願います。
※宿泊施設の事情等により、大会途中で宿の変更をお願いする場合がございます。
※宿泊施設の絶対数が不足しております。ご不便をお掛けする場合もございますが、予めご了承頂きます
様お願い致します。
※駐車場はホテルによって異なります（有料）。また満車の場合には、近隣コインパーキングをご利用いた
だく場合もございます。

（４）追加料金
入宿日の午後 3 時以前及び出発日の午前 10 時以降に宿泊施設を利用する場合の追加料金は、各宿泊施設が
定める規定に基づくものとします。

２．弁当について （手配旅行契約にて承ります）
☆取扱期間：平成３０年３月２３日（金）
・２４日（土）
・２５日（日）
・２６日（月）
・２７日（火）
・２８日（水）
・２９日（木）

（１）ホームページでご案内する申込方法にそって必要事項を入力のうえ、送信して下さい。
（２）費用 弁当１個８００円（お茶付き・税込み）
（３）弁当の引き換え（※弁当引換券はありません）は、１１：００～１３：００の間に競技場内弁当引換所
にてお客様が専用申込サイトから印刷された「申込内容確認書」をご提示下さい。
（４）衛生管理上、お受け取り後はお早めにお召し上がり下さい。
（５）弁当の空き箱回収を行います。空き箱は指定の場所に１５：００までにお持ち下さい。

３．変更・取消について
（１）宿泊の変更及び取消について
宿泊日数、宿泊人数及び到着日時等の変更並びに宿泊の取消をする場合、所定の方法で手続きをお願いし
ます。
①宿泊について
変更が生じたときは申込責任者が専用申込サイトにて変更内容を入力して変更登録をしてください。
その効力の発生は、インターネット上での変更申込みが完了した日時となります。
②入宿後について
直接宿泊施設へ速やかに申し出るものとし、その効力の発生は申出のあった日時とします。大会期間中は、
競技会場「JTB デスク」にて承ります。
（２）弁当の変更および取消
申込数に変更が生じた場合、又は、取消する場合、専用申込サイトにて変更登録、または取消登録をお願
いいたします。
大会期間中は、各試合会場の「ＪＴＢデスク」にお申し出ください。
ご契約成立以降に解除される場合は、１件１名につき下記の取消料を申し受けます。
【宿泊の取消料】 募集型企画旅行契約 ※取消日基準時間は 17 時 30 分まで（17 時 30 分を過ぎた場合は翌日受付扱いとなります）
契約解除の日
旅行開始日の前
日から起算して
さかのぼって

取消料（お１人様）

１．6 日目にあたる日以前の解除

無料

２．5 日目にあたる日以降の解除（３～６を除く）

旅行代金の２０％

３．2 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％

※選手監督の特例
競技の結果により取消をする場合、利用予定日前日の午後 17 時 30 分までは取消料は発生しません。
結果が分かり次第競技会場「JTB デスク」まで速やかにご連絡をお願いします
【弁当の取消料】 手配旅行契約
取消日
前日１６時００分までの取消
前日１６時０１分以降の取消
取消料
無料
費用の１００％
※お申込後の変更・取消につきましては、必ず専用申込サイトにてお願いいたします。お電話での変更・取
消はお受けできません。（大会期間中は、競技会場「ＪＴＢデスク」にて承ります）

4．申込方法
（１）兵庫県高体連ハンドボール専門部のホームページの「宿泊・弁当申込」画面より専用申込サイトにアク
セスして、チーム毎にＩＤ/パスワードを取得頂き、必要事項を入力の上、お申込み下さい。
※応援生徒/保護者の方のお申し込みは、チームと別のＩＤ/パスワードを取得頂きお申し込み下さい。
（２）申込締切について

平成３０年２月９日（金）１７：３０ まで
（３）宿泊施設決定のご連絡について
平成３０年３月７日（水） までに、専用申込サイトに宿泊・弁当の「お申し込み内容確認書」を掲載
させていただき、ご利用宿泊施設名・施設情報をご連絡させていただきます。

（４）お支払いについて

平成３０年３月１４日（水） までに、専用申込サイトに代金の請求書を掲載いたしますので弊社指定
口座へお振り込み下さい。
※指定口座は専用申込サイトにてご案内致します。
※銀行振込み手数料は各自でご負担いただきますようお願い申し上げます。
※当日は、「お申込み内容確認書」をダウンロードの上、当日宿泊施設にご提出をお願いします。
（５）返金について
振込後、変更・取消などにより返金が生じた場合、大会終了後、お客様指定の口座へお振り込みいたし
ます。
（６）領収書について
領収書が必要な場合は、大会終了後に料金が確定したのち、専用申込サイトの「手配内容確認ＷＥＢ登
録」から領収書発行依頼に必要事項（領収書の宛名等）を入力してご連絡下さい。ご指定の送付先にお
送りいたします。
（７）お申込先・お問い合わせ先
株式会社ＪＴＢ西日本 ＭＩＣＥ事業部 「ハンドボール配宿事務局」
〒541-0056 大阪市中央区南久宝寺町 3 丁目 1 番 8 号 本町 MPR ビル 7 階
TEL：06-6252-5044 FAX：06-7657-8412
総合旅行業務取扱管理者：西槇 優
受付担当：今村・立田
受付時間：月～金 9:30～17:30（土・日・祝日は休業）
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行と取り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ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱主任者にお尋ねください。

誠に勝手では御座いますが、混乱を避ける為お電話でのお申込みはお受け致しかねますので、予めご了承下さい。

５．個人情報の取扱いについて
お申込の際にご提供いただいた個人情報につきましては、お客様との連絡や運送、宿泊等の手配及びそれらの
サービス受領のために必要な範囲で利用させていただきます。また、大会の円滑な運営のため、大会主催者に、
お客様の個人情報を提出させていただきます。
◆ご旅行条件（要約）
お申込の際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込下さい。
●募集型企画旅行契約（宿泊の取り扱い）
この旅行は株式会社ＪＴＢ西日本（大阪市中央区久太郎町 2-1-25 観光庁長官登録旅行業第 1768 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
を締結することになります。
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
お申込書に所定の事項を記入し、指定の期日までに旅行代金全額をお支払いください。
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ときに成立するものとします。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した宿泊費、食事代及び消費税等諸税（個人的費用は含みません）
●個人情報の取扱について
当社及び販売店は、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。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2017 年 12 月 1 日を基準とし、旅行代金は 2017 年 12 月 1 日現在の有効な規則を基準として
算出しています。
旅行企画・実施ＪＴＢ西日本
観 光 庁 長 官 登 録 旅 行業 第 1768 号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
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