令和元年度全九州高等学校体育大会
第７２回 全九州高等学校バレーボール競技大会
《選手・監督・コーチ・マネージャー 宿泊・弁当 申込の御案内》
１．基本方針
第７２回 全九州高等学校バレーボール競技大会の宿泊・昼食の確保を万全に期することを目的として次のように
定めます。
（1）宮崎県高等学校体育連盟バレーボール専門部（以下「実行委員会」という）の宿泊・昼食基本方針に従って実
施します。
（2）本大会参加者の宿泊場所は指定宿泊とします。指定外の宿泊施設の利用は原則として認められません。指定
宿泊以外の宿舎を利用の場合、緊急時通達等ができず、また必要書類の受渡しが出来ないことが予想されま
す。なお、指定した宿泊施設の変更は出来かねますので、予めご了承いただきたく存じます。
（3）宿泊・弁当に関しては、必ず大会実行委員会指定業者「株式会社ＪＴＢ宮崎支店」（申込先「ＪＴＢ九州ＭＩＣＥセ
ンター内 当該ツアーデスク」）を通じての取扱いとなります。
（4）宿泊割当は、選手・監督等を優先し、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。
２．開催期間
日時 令和元年 6 月 14 日（金）～16 日（日） 3 日間
３．参加対象
九州６県男女各２チーム 福岡・宮崎２県男女３チーム 合計３６チーム
選手１４名（レギュラー・応援選手）・監督・コーチ・マネージャー各１名,バス乗務員１名 計１８名以内
※宿泊施設の宿泊可能数に限りがございますので、１８名を越えるお申込の場合にはご希望に添えない場合も
ございますことを予めご了承ください。
※応援生徒・応援保護者の宿泊については本要項では一切お申込みできません。予めご了承下さい。
４．宿泊について[募集型企画旅行契約]
（1）旅行期間（宿泊日基準）
令和元年 6 月 13 日（木）～ 16 日（日） 4 泊（大会前日泊と閉会式後の宿泊を含みます）
※旅行日数及び出発日は、上記期間内において、各お客様のお申込み内容により異なります。
（2）旅行目的（宿泊）地：都城市・霧島市・小林市・宮崎市
（3）最少催行人員：１名
（4）添乗員は同行せず、約款に定める旅程管理は行いません。旅行のサービスの提供を受けるために必要なク
ーポン券類を各チームの引率責任者さまにお渡ししますので、手続きは引率責任者自身にて行っていただき
ます。
（5）ご旅行代金（宿泊代金）について
お一人さまあたりのご旅行代金（宿泊代金）：8,000 円(税込) 1 泊 2 食付（当日夕食付・翌朝朝食付）
※ご旅行代金（宿泊代金）は、諸税・サービス料を含む、おとな 1 名あたりの代金です。
※食事が不要な場合でもご返金は出来ませんので予めご了承下さい。
（6）宿泊施設について
①お部屋タイプ・同室条件について
洋室の内、ツイン・トリプル使用の場合、エキストラベッド又はロフト式 2 段ベッド対応となる場合がございま
す。和室は各宿泊施設が定める定員での利用となります。
②宿泊施設を指定してのお申込は受付できません。
③和室タイプの一部施設には客室内にバス・トイレがございません。大浴場、共同トイレでの利用になります。
④禁煙室・喫煙室のご要望は承れません。
⑤個人勘定及びこれに伴うサービス料と諸税は、各自ご精算願います。
（7）配宿について
①配宿は実行委員会と協議のうえＪＴＢ宮崎支店が行います。
②お部屋割は監督・コーチが同性の場合２名 1 室となる場合がございます。選手は定員部屋とさせていただき
ます。宿泊個所については後日、ＪＴＢ九州ＭＩＣＥセンターより送付される宿泊確認証にてご確認下さい。
※今回のご宿泊では負けがえりでの宿泊のお取消においても所定の取消料を申し受けます。予めご了承頂き
たく存じます。
③宿泊施設一覧表以外への配宿を行う場合もございますので、予めご了承下さい。
※駐車場の条件（駐車代金等）は宿泊施設によって異なります。近隣コインパーキング又は有料駐車場をご利

用いただく場合もございます。宿泊施設決定後に各施設へ直接お問い合わせ下さい。
５．宿泊施設一覧表[選手・応援選手／監督・コーチ・マネージャー／乗務員]
部屋ﾀｲﾌﾟ
客室内の
№
宿泊エリア
宿泊施設名
[ﾎ：ﾎﾃﾙﾀｲﾌﾟ]
バス・トイレの詳細
[旅：旅館ﾀｲﾌﾟ]
1
都城市
中山荘
和室[旅]
バス・トイレ付
2
都城市
メインホテル
ｼﾝｸﾞﾙ[ホ]
バス・トイレ付
和 室・ ﾂｲ ﾝ 、ﾄﾘ ﾌﾟﾙ
3
都城市
都城プラザホテル
バス・トイレ付
[ホ]
4
都城市
都城グリーンホテル
ｼﾝｸﾞﾙ[ホ]
バス・トイレ付
5
都城市
ホテルウイングインターナショナル都城
ｼﾝｸﾞﾙ、ﾂｲﾝ[ホ]
バス・トイレ付
6
都城市
都城ビジネスホテル
和室[ホ]
バス・トイレ付
7
都城市
都城ベッセルホテル
ﾂｲﾝ[ホ]
バス・トイレ付
8
都城市
都城ロイヤルホテル
和室・ﾂｲﾝ[ホ]
バス・トイレ付
バスなし・トイレあり
9
都城市
常盤荘
和室
※大浴場あり。
バスなし・トイレなし
10
都城市
ビジネス旅館マルミ
和室
※大浴場あり・共同トイレ有
11
都城市
都城サンプラザホテル
ﾄﾘﾌﾟﾙ・ｼﾝｸﾞﾙ
バス・トイレ付
12
霧島市
アクティブリゾート霧島
和室・ﾂｲﾝ[ホ]
バス・トイレ付
バスなし・トイレあり
13
小林市
恵の湯 神の郷温泉
和室[旅]
※大浴場あり。
14
宮崎市
HOTEL AZ 宮崎田野店
ｼﾝｸﾞﾙ,2 段ﾍﾞｯﾄﾞ[ホ] バス・トイレ付

６．昼食（お弁当）※旅行契約ではありません。
（1）取扱期間 令和元年 6 月 14 日（金）・15 日（土）・16（日）
事前お申込分を大会会場にて引渡しいたします。
大会会場周辺には食事提供施設が少ないため、お弁当のお申込をおすすめいたします。
（当日の販売は行いません。）
（2）お弁当代：弁当 1 食につき 700 円（税込）※お茶付き。メニューは日替わりです。
（3）弁当の引き換えは 11：00～13：00 の間に弁当引換所にてお渡しいたします。
その際「弁当引換券」をご持参下さい。
（4）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。
(5)大会当日の６月１５日（土）・１６日（日）のお弁当の個数変更及び取消に関しては、大会 JTB ツアーデスク
または大会当日のみ、藤山：070-5816-1048 にご連絡ください。
７．変更・取消
お申込いただきました後のご変更、お取消につきましては、所定の取消料が発生いたしますのでご注意くだ
さい。また、お申込後のご変更、お取消のご連絡は、間違いを防ぐためにも必ず FAX にてお知らせください。
（お電話での受付は一切いたしませんのでご了承ください。）
変更取消のご連絡は、営業時間内（月～金 09：30～17：30）にお願い致します。
営業時間外のお取消・変更は翌営業日扱いとなります。取消料の詳細は以下の内容をご参照ください。
出発日当日に予約変更や取消が発生した場合は、緊急連絡先へご連絡下さい。緊急連絡先については、後日送
付させていただきます最終案内書にて記載させていただきますので必ずご確認ください。出発当日以外の電話
での受付はお受けいたしかねますのでご了承ください。

※ご変更・お取消に伴うご返金は、大会終了後、当該取消料を差し引き送金させて頂きます。
ご予約の変更・取消につきましては１名様あたり下記の取消料を申し受けます。
◆宿泊取消料（取消日は宿泊日の前日から起算しさかのぼった日数を指します）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

契約解除の日

1）8 日目にあたる日
以前の解除

2）7 日目にあたる日
以降の解除

3）旅行開始日の
前日の解除

4）旅行開始日当日（ﾁｪｯｸｲ
ﾝ開始時間まで）の解除
（5 を除く）

5）旅行開始後の解除
又は無連絡不参加

無料

旅行代金の 30%

旅行代金の 40%

旅行代金の 50%

旅行代金の 100%

◆弁当取消料
取消日

前日の 15：00 まで

前日 15：00 以降

当日の取消又は無連絡

取消料
無料
100％
100%
※お弁当は旅行契約ではございません。取引先との取り決めにより上記取消料を申し受けます。

８．お申込の流れ・申込方法
（1）九州高等学校体育連盟のホームページの中で、実施要項参加宿泊申込書（バレーボール競技）を
ダウンロード頂き、お申込ください。
（福岡・宮崎以外は男女各 2 ﾁｰﾑ=計、福岡・宮崎は男女各 3 チームの合計 36 ﾁｰﾑ）
負け帰りによる取消も所定の取消料を申し受けますのでご注意下さい。
お申込締切日

令和元年６月４日（火）(12 時まで) 福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・鹿児島県・宮崎県

令和元年６月５日（水）(12 時まで) 沖縄県・長崎県

申込内容をもとに宮崎県高等学校体育連盟バレーボール専門部様と協議のうえ、
ＪＴＢ宮崎支店が配宿を行います。
配宿結果については「宿泊確認証」にてご確認下さい。

配宿は各学校様に FAX にて６月１０日（月）までに送信させて頂きます。
※配宿先決定後に、各お客様にてそれぞれの配宿先に宿泊者名簿（カタカナ名で作成）の
連絡をお願いします。配宿先通知連絡の際に、各施設の情報を一緒に送らせて頂きます。
ご人数の変更になどに関しては直接施設様への連絡をお願いします。規定の取消代金は発生いたしま
す。

（2）６月１０日（月）より順次、お申込内容に応じた関係書類（①請求書、②宿泊確認証、③弁当引換券、④領
収証受付用紙等）をＪＴＢ九州ＭＩＣＥセンターより各チーム代表者さまへ先に FAX にて送信し、原本は郵
送にて送付させていただきます。
ご確認の上、請求書に記載のＪＴＢ指定口座までご請求金額を確認の上、お振込ください。
宮崎県バレーボール協会の参加料指定口座とは異なりますのでご注意下さい。
※振込手数料はお客様のご負担となりますので、予めご了承ください。

最終お支払い期限：令和元年 ６月１３日（木）
（3）チェックイン当日は（2）で送付した確認書面（宿泊確認証・弁当引換券等）をご持参ください。
９．お問い合わせ
【受託販売】

株式会社ＪＴＢビジネスネットワーク福岡営業所 ＪＴＢ九州 MICE センター
〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣﾋﾞﾙ 5 階 営業時間：月～金曜 09：30～17：30・土・日・祝祭日は休業

TEL:092-751-2102／FAX:092-751-4098

■ご旅行条件書 要約（募集型企画旅行契約）
お申込みの際には、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し込みください。
旅行条件書（全文）はこちらよりご確認いただけます。【 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（東京都品川区東品川２－３－１１ 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、
別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表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 7 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。
●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、別途記載の金額を取消料として申し
受けします。別途記載の取消料区分をご確認ください。
●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、宿泊代、食事代、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、補償金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：１５００万円 ・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＞
●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、直ちに運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、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、旅行申込み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。
また、大会に伴い情報共有のため宮崎県バレーボール協会実行委員会事務局へ情報を提出し利用させて
いただきます。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2019 年 5 月 23 日現在を基準としています。又、旅行代金は 2019 年 5 月 23 日現在の有
効な運賃・規則を基準として算出しています。

旅行企画・実施

ＪＴＢ 宮崎支店
観 光 庁 長 官 登 録 旅 行 業 第 64 号
日 本 旅 行 業 協 会 正 会 員
宮 崎 県 宮 崎 橘 通 東 4-7-28〒 880-0805

お問い合わせ・お申込み
受託販売

は
株式会社 JTB ビジネスネットワーク
福岡営業所
ＪＴＢ 九州ＭＩＣＥセンター

TEL：０９２（７５１）２１０２
FAX：０９２（７５１）４０９８

〒810-0072 福岡市中央区長浜１－１－３５ 新ＫＢＣビル 5 階
総合旅行業務取扱管理者 西村昭郎
東京都知事登録旅行業 第 3-7539 号
営業時間：月曜日～金曜日９:３０～１７:３０

休業日：土・日・祝日

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 上記取扱管理者に お 訊ね 下さ い 。

承認番号：19－002

