第 46 回全国中学生テニス選手権大会（大阪） 宿泊・弁当申込要項
宿泊の取扱は、㈱近畿日本ツーリスト関西 大阪教育旅行支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」、弁当の取扱
は「旅行以外の契約」です。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますのでご確認の上お申し込みください。
１．基本方針
第 46 回全国中学生テニス選手権大会の宿泊及び昼食の確保に万全を期することを目的とし、次のように定めます。
（１） 大阪府テニス協会「第 46 回全国中学生テニス選手権大会」実行委員会（以下、実行委員会という）の
宿泊及び弁当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、第 46 回全国中学生テニス選手権大会に参加
する役員（視察員含む）、監督、引率教員、コーチ、選手、応援生徒、報道関係及び一般応援・保護者
（小児含む）とします。
（３）大会参加者は指定宿舎とします。なお、指定した宿舎の変更は原則として認めません。変更によって生じた全ての
紛議や損失は、任意に宿泊を変更した者が責任を負うことになります。
（４）宿泊・弁当の取扱は、実行委員会が指定した「㈱近畿日本ツーリスト関西 大阪教育旅行支店」が担当します。
（５）宿泊中の選手等に風紀上悪影響が及ばないよう教育的配慮をします。
（６）監督・選手等の宿泊は、できるだけ都道府県、男女別を配慮致しますが、申し込みの人数によってはこの限りでは
ございません。予めご了承ください。
２．旅行期間（宿泊期間）
令和元年 8 月 16 日（金）～8 月 25 日（日）（但し、災害等特別な理由が生じた場合は、別途考慮します。）
（宿泊設定日：令和元年 8 月 16 日（金）～8 月 2４日（土））
３．宿泊申込みについて（募集型企画旅行契約）
●宿泊プランの行程
日 程
行程（交通費は含まれておりません）
出発日

（1 泊目）

中間日

（2～9 泊目）
最終日

ホテル【各自でチェックイン】
ホテル・・・・・・・・・・各自・・・・・・・・・・ホテル
ホテル【各自でチェックアウト】

（１）旅行代金（宿泊プラン）について
料金は全て、お一人様様あたり、税金・サービス料込みの料金です。
1 泊朝食付または 1 泊 2 食（朝食１回・夕食１回）付となります。（1 泊 2 食付の対応が可能な宿舎は、一覧表を
ご参照ください。）
参加者区分
監督・選手・コーチ
引率教員・応援生徒
バス乗務員役員・視察員
報道関係・保護者
一般応援者

ランク／記号

1 泊朝食付

1 泊 2 食付

A

15,000 円

－

B

12,500 円

－

C

11,000 円

11,000 円

D

10,000 円

－

E

9,000 円

－

F

8,000 円

－

※選手と保護者の同宿希望につきましては、原則お受けしておりません。
（選手・監督用の宿舎を会場により近いところにするための処置です。ご理解ください。）
（２）宿泊に関する留意事項
具体的施設名は、別紙資料をご参照ください。
①お申込の際には、必ずランクの希望をご登録ください。（第 2 希望・第 3 希望もご登録ください。）
②宿泊地域、宿泊施設、部屋タイプにつきましては、指定できませんので、ご承知おきください。
③配宿は、全国中学校テニス連盟並びに実行委員会と協議の上行いますが、原則、申し込み受付順とさせて頂きます。
④配宿にはご希望ランクを配慮させていただきますが、各ランクの収容人員が満員に達した場合は、やむをえず希望ランク
以外へのご提案を行う場合がありますので、予めご了承ください。

⑤お部屋割りは、和室の場合は 1 名～15 名にて 1 室、洋室の場合は 1 名 1 室：シングルルーム、2 名 1 室：ツインル
ーム、3 名以上 1 室：ツインルーム+エキストラベッドまたは簡易ベッド利用となります。その際、「選手と応援生徒」、「監
督とコーチ・引率教員・保護者・一般応援者・バス乗務員」については、同室となることがございますので、ご了承ください。
⑥配宿は、選手・監督・コーチ・引率教員・応援生徒・バス運転手まで同宿を基本と致します。保護者の方、一般応援
の方につきましては、原則、同宿希望はお受けしておりませんので、ご了承ください。
⑦宿舎によっては、駐車場が限られている場合もございます。宿舎が決定後、直接お問い合わせください。
また、有料の場合は当日現地にてご精算願います。
⑧来阪及び大会会場までの計画輸送は行っておりません。各自にて、お願い致します。
⑨一般応援の方で小学生以下の場合でも、同一料金が必要です。但し、食事を一切不要とし、かつ、寝具も不要の
幼児以下の方につきましては、料金が不要になります。（申込数に含まれなくて結構です）
⑩朝食が「軽食でのご用意」となる場合がございます。予めご了承ください。
（３）欠食料金について
本大会における欠食控除はありません。
（４）その他条件等
①チェックインは原則として、15:00 から、チェックアウトは 10:00 までと致します。
それ以外のお時間でのご利用には、追加料金が必要となることがございます。
②最少催行人員１名
③添乗員は同行致しません。
④その他条件は、㈱近畿日本ツーリスト関西の募集型企画旅行約款によります。
４．お弁当の取扱い（旅行以外の契約）
①取扱い対象日は令和元年 8 月 18 日（日）～8 月 24 日（土）の間、昼食用のお弁当をご希望によりご用意いた
します。
②料金は、1 食 860 円（お茶付・税金込）となります。
③ご注文の際は、宿泊と同時にお申込み下さい。また、お支払いにつきましても宿泊料金と共にお振込ください。
④注文弁当の販売は当日は行いませんので、ご了承ください。
（会場近辺に飲食店はほとんどございません。お弁当を注文されることをお勧めします）
⑤弁当は、競技会場の指定された場所でのみ引換とさせていただきます。練習会場や宿泊施設での引換は、季節がら
お弁当の品質管理上、控えさせていただきます。ご了承ください。
⑥弁当の受け取りは、申込単位にてお願い致します。
⑦弁当の空き箱回収を行います。指定の場所に、14:30 までにお返しください。なお、お持ちになられなかった際は、
会場での処分ができませんので、お持ち帰りいただき適正な処分をお願い致します。
⑧弁当はお早めにお召し上がりください。炎天下での保管はされないようお願い致します。
５．お申込み方法
（１）申込方法・締切について
①出場が決定しだい、必ず申込要項と別紙旅行条件書をご確認いただき、所定の WEB 申込画面より必要事項を
入力しお申し込みください。

【申込 URL】 https://www.knt-ks.co.jp/ec /2019/tennis/
第 46 回全国中学生テニス選手権大会のホームページのリンクからもお申し込みいただけます。
②お電話等での口頭による申込・変更・取消は、間違いを防ぐためお受けできません。
変更・取消の場合は、次のいずれかの方法でご連絡ください。
1.WEB 上の変更・取消連絡フォームより変更内容を送信。
または
2.確認画面を印刷していただいたものに修正内容をご記入の上、FAX にて送信。
③申込期限日（締切日）は、令和元年 8 月６日（火）12:00 までです。
④お申し込み確認画面を印刷し、控えとしてお手元にお持ちください。
⑤お申し込み完了後、確認メールが自動送信されます。

（２）宿舎決定通知・精算について
①申込責任者宛に、原則として令和元年 8 月１０日（土）までに決定宿舎を明記した宿泊確認書兼請求の
ご案内などを E メールにて送付します。
②宿泊確認書兼請求のご案内が到着後、下記の口座へ令和元年 8 月 1５日（木）までにお振込みをお願い
します。
③お振込みの際の依頼人名は、「登録番号+学校名+申込責任者名」で入力してください。
⇒（例）「***●●中学校××××」 （***は登録番号、××××は申込責任者名）
④振込手数料はお客様にてご負担ください。
⑤送付する宿泊確認書兼請求のご案内については、当日必ずご持参ください。
⑥振込後に変更・取消が生じた場合は、大会終了後、宿泊事務局よりご指定の口座に返金させていただきます。
振込口座 三菱 UFJ 銀行 振込第二（フリコミダイニ）支店
口座番号 （普通）８６２１６３４
名義 株式会社近畿日本ツーリスト関西（カブシキカイシャキンキニッポンツーリストカンサイ）
６．変更・取消
宿泊・弁当ともに、必要数に変更・取消が生じた場合は、別記 5(1)-②に記載の方法にて変更内容をご連絡いただきます
ようお願い致します。休業日と営業時間外の取消・変更のお申し出には対応できませんので、翌営業日の受付となります。
また、お電話での申込・変更・取消は一切行っておりませんので、ご了承ください。
①宿泊の変更・取消後には、再度宿泊確認書兼請求のご案内を E メールにて送信致します。
②入宿日以降に宿泊人数を変更・取消される場合は、宿泊事務局への連絡とあわせて、宿舎にも連絡をお願い致し
ます。
③複数泊の場合でも、旅行開始日（初日）が取消料の基準日となります。チェックイン後、2 泊目以降のお取消に
関しては旅行開始以降となり、旅行代金の 100％となります。
■宿泊プラン（募集型企画旅行契約）
※取消日基準時間は、弊社営業時間（17:00）までとします。（17:00 以降は、翌営業日扱いとさせていただきます）
契約解除の日
取消料（おひとり様）
4日目にあたる日までの解除
無 料
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
3日目にあたる日から2日目にあたる日までの解除
旅行代金の20％
旅行開始日前日の解除

旅行代金の40％

旅行開始当日【旅行開始前】の解除

旅行代金の50％

旅行開始当日【旅行開始後】の解除・無連絡不参加
■弁当（旅行以外の契約） ※募集型企画旅行契約には該当いたしません。
契約解除の日

旅行代金の100％
取消料（おひとり様）

受取日前日の15:00までの解除

無 料

受取日前日の15:00以降の解除

100％

７．領収証について
領収証をご希望の方は、後日お知らせ致します領収証発行フォームからご依頼ください。大会終了後にご案内させていた
だきます。（受付は令和元年 8 月 30 日（金）までとします。）ただし、申込内容と異なる表記、金額欄や発行日を
空白、上様や宛名なしとする領収証は作成できませんので、ご了承ください。
8．その他
①当社はいかなる場合でも旅行の再実施は致しません。
②この旅行条件は、令和元年 6 月 14 日現在を基準としております。
9．レンタカー・タクシー・貸切バスについて
①レンタカー 各レンタカー会社に直接お申込みをお願いします。
②タクシー
下記ホームページ「一般社団法人大阪タクシー協会 加盟団体」を参照いただき、直接お申込みをお願いします。
なお、「第 46 回全国中学生テニス選手権大会 宿泊事務局」での申込受付は行いません。
「一般社団法人 大阪タクシー協会」 http://osakataxi.or.jp/m
③貸切バス ご希望の場合は宿泊事務局までお問合わせください。

【問合せ・変更・取消時の連絡先】

株式会社近畿日本ツーリスト関西

トラベルサービスセンター西日本

「第 46 回全国中学生テニス選手権大会 宿泊事務局」
℡. 06-6535-8604 Fax.06-6535-8648 営業時間：10:00～17:00（土日祝休業）
※休業日と営業時間外の取消・変更のお申し出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。
※ひかり電話・PHS からはご利用いただけません。お持ちの携帯電話等よりお問い合わせください。
E-mail：tennis2019@or.knt.co.jp 総合旅行業務取扱管理者：北沢 達成
【旅行企画・実施】

株式会社近畿日本ツーリスト関西 大阪教育旅行支店
（観光庁長官登録旅行業第 2039 号） 一般社団法人日本旅行業協会正会員
【総合旅行業務取扱管理者】 成尾 豊 【営業時間】 9:15～18:00（土日祝休業）
【所在地】〒556-0017 大阪市浪速区湊町 1-4-38 近鉄新難波ビル 8F
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う取引の責任者です。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総合旅行業務
取扱管理者にご質問ください。

ご旅行条件書（抜粋）詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますのでご確認の上お申し込み下さい。
1.募集型企画旅行約款
①この旅行は株式会社近畿日本ツーリスト関西（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画
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。
この条件書に定めのない事項は当社募集型企画旅行業約款によります。当社募集型企画旅行業約
款をご希望の方は、当社にご請求下さい。この書面は旅行業法第 12 条の４による旅行取引条件書
です。また、旅行契約が成立した場合は、旅行業法 12 条の 5 により交付する契約書面の一部になり
ます。
②当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他
の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」という）の提供を受けることができるように手配し、旅程
を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申し込み
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を
添えてお申し込みいただきます。
3.申込金
旅行契約は当社が契約締結を承諾し申込金を受理した時に成立するものとします。
4.最少催行人員
最少催行人員に満たない場合は旅行を中止する場合がありますが、この場合は出発 14 日前（日帰
り旅行は 4 日前）までにご連絡いたします。
5.旅行代金に含まれているもの
旅行日程に明示された以下のもの
（1）旅行日程に明示した運送機関(特に明示のない場合はエコノミ一クラス)の運賃・料金、食事料
金、観光料金、宿泊料金（税、サービス料金を含む）。
（2）添乗員が同行する場合は、添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
6.上記 5 のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用及ぴそれに伴う税・サーピス料金、傷害・疾病に関
する医療費、旅行条件に定めた宿泊施設の部屋定員以下の部屋利用にかかる追加代金、希望者
のみ参加するオプショナルツアー費用、自由行動中の諸費用など
7.取消料
お申込の後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお一人につき次の取消
料をお支払いいただきます。またお客様のご都合により、途中で離団された場合は、お客様の権利放棄
とみなし、一切の払戻しをいたしません
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
申出日

4 日前まで

3～2 日前

前日

当日の
旅行開始前

旅行開始後
無連絡不参加

宿泊取消料

無料

20％

40％

50％

100％

8.旅行内容･旅行代金の変更
天災地変、運送、宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送機関
の運賃・料金の大幅な改定により旅行内容・旅行代金を変更する場合があります。尚お客様のお申し
出により旅行内容の変更がある場合は別途所要経費をいただきます。また運送・宿泊機関の利用人
員により旅行代金が異なる場合、お客様の都合で利用人員が変更になったときは旅行代金を変更す
ることがあります。
9.特別補償
国内募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激
かつ外来の事故により、生命、身体又は荷物に被られた一定の損害については、あらかじめ定める額の
補償金及び見舞金を支払います。

10.当社の責任
当社は故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償します。ただし、損害発生日から
2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。手荷物について生じた損害については、同項の
規定にかかわらず、損害発生日から 15 日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者 1 人
15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。(注：天変地
異、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故・火災による旅行日程の変更・中止、運送機関の遅延、欠
航、スケジュール変更、食中毒、自由行動中の事故、盗難、官公署の命令又は伝染病による隔離は
該当しません。）
11.お客様の責任
お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被った時にはお客
様へ損害の賠償を申し受けます。
12.旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は旅行代金に一定の率を乗じた変更補償
金を支払います。
13.確定書面の交付
当社は旅行開始日の 7 日前までに最終日程表（確定書面）を交付致します。
14.その他
①当社はいかなる場合でも旅行の再実施は致しません。
②この旅行条件は、令和元年 6 月 14 日現在を基準としております。また旅行代金は令和元年 6 月
14 日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
15.個人情報の取扱について
イ.株式会社近畿日本ツーリスト関西（以下「当社」）およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業
者（以下「販売店」）は、旅行申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運
送・宿泊機関等の手配のためにご利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費
用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
また、旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、お客さまのお名前および搭乗される航空便等に
係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。お申込みいただく際には、こ
れらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
ロ.当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さま
へのご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。当社グル
ープ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
ハ.上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店舗またはホームページ
でご確認ください。

関西 161119060079
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宿泊施設のご案内①

① 宿泊期日 令和元年 8 月 16 日（金）～8 月 24 日（土）
② 旅行代金（宿泊プラン）：税金・サービス料込／おひとり様あたり

ランク

A

B

食事条件

1 泊朝食付

1 泊朝食付

1 泊朝食付

C

1 泊 2 食付

施設名
三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
大阪新阪急ホテル
ホテルグランヴシティプラザ大阪
リーガ中之島イン
ダイワロイネットホテル四ツ橋
ダイワロイネットホテル心斎橋
ホテルユニゾ大阪淀屋橋
ハートンホテル心斎橋
ダイワロイネットホテル大阪北浜
西鉄イン心斎橋
ホテル京阪ユニバーサル・タワー
ホテルユニバーサルポートヴィータ
ホテルルートイン大阪本町
チサンイン大阪本町
HOTEL 四季 靭公園
大阪ジョイテルホテル
梅田 OS ホテル
カンデオホテル大阪なんば
相鉄グランドフレッサ大阪なんば
新大阪サニーストンホテル
ダイワロイネットホテル堺東
シティルートホテル
ホテル NCB
大阪東急 REI ホテル
ニューオーサカホテル
アートホテル大阪ベイタワー
ホテルアンドルーム大阪本町
大阪国際交流センターホテル
ホテル京阪京橋グランデ
ホテル WBF アートステイなんば
ハートンホテル北梅田
ホテルザルーテル
クライトン江坂
ジーアールホテル江坂
大阪ガーデンパレス
相鉄フレッサイン大阪淀屋橋
ザロイヤルパークキャンバス大阪北浜
ホテル大阪 KEIKO
ホテルくら本

客室タイプ

旅行代金
（宿泊プラン）

洋室（1～2 名）
洋室（３～４名）
洋室（４～５名）

15,000 円

洋室（1 名）
洋室（1～3 名）
洋室（2～3 名）
和室（4～5 名）

12,500 円

洋室（1 名）
洋室（2 名）
洋室（1～2 名）
洋室（1～4 名）

和室（1～5 名）
和室（2～15 名）

11,000 円
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宿泊施設のご案内②

① 宿泊期日 令和元年 8 月 16 日（金）～8 月 24 日（土）
② 旅行代金（宿泊プラン）：税金・サービス料込／おひとり様あたり

ランク

Ｄ

食事条件

1 泊朝食付

施設名

ザ・ホテルノース大阪
ホテル京阪天満橋
ホテル京阪淀屋橋
からくさホテル大阪
大阪キャッスルホテル
サニーストンホテル
ニューオリエンタルホテル
からくさホテル大阪心斎橋
新大阪ワシントンホテルプラザ

客室タイプ

洋室（1～3 名）
洋室（1～4 名）
洋室（2～3 名）

旅行代金
（宿泊プラン）

10,000 円

オークウッドホテル＆アパートメンツ新大阪

ベストウェスタン新大阪

Ｅ

Ｆ

1 泊朝食付

ホテルアウィーナ大阪
ホテルサンライフ
ホテルオークス新大阪
ホテルウイングインターナショナル

洋室（1～2 名）
洋室（1～6 名）

9,000 円

1 泊朝食付

臨海ホテル石津店
ホテル 1-2-3 堺
ホテル 1-2-3 天王寺
ニッシン・イン・ナンバ

洋室（1 名）
洋室（1～2 名）
和室（3～5 名）

8,000 円

※洋室：シャワー室・トイレ付
お部屋によってはバス・トイレが付いている場合があります。
和室：バス・トイレはついておりません。
お部屋によってはバス・トイレが付いている場合があります。
※駐車場は、各施設により可能台数、料金等が異なります。
宿舎決定後、直接宿舎へお問い合わせください。
※宿泊施設、部屋タイプ、宿泊地域の指定はできません。
※選手と保護者の同宿希望につきましては、原則お受けしておりません。

