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第２８回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会 

 

宿泊プラン・昼食弁当の申込みのご案内 

        

          

大会大会大会大会開催開催開催開催期日期日期日期日    ：：：：    ２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年２２２２月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））    ～～～～    ２２２２月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日））））        

                    大会開催会場大会開催会場大会開催会場大会開催会場    ：：：：    開会式開会式開会式開会式／／／／競技競技競技競技        山形市総合山形市総合山形市総合山形市総合スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター    

                                                                                                                山形県総合運動公園総合体育館山形県総合運動公園総合体育館山形県総合運動公園総合体育館山形県総合運動公園総合体育館アリーナアリーナアリーナアリーナ    

 

《 ごあいさつ 》 

 

謹啓 皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度は「第２８回東北高等学校男女新人バスケットボール選手権大会」へのご出場、誠におめでとうございます。 

本大会の開催にあたりまして、大会事務局からの指示に基づき、ご参加される皆様の宿泊・昼食弁当手配をＪＴＢ東北 法人

営業山形支店が担当させていただくことになりました。選手の皆様が万全の状態で競技できますよう、また、大会が成功裡に終

えられますよう精一杯のお手伝いさせていただきます。 

宿泊及び昼食弁当のお手配につきましては、下記ご案内を参照いただき、期日までにお申込みくださいますようお願い申し上

げます。 

                         謹白 

 

（株）ＪＴＢ東北 法人営業山形支店 

支店長  斎藤 敏明 

 

１．申込方法とお支払い 

 

① 下記Ｗｅｂページにアクセスし、直接お申込みください。電話電話電話電話・・・・FAXFAXFAXFAX ではおではおではおではお申込申込申込申込みみみみできませんのでごできませんのでごできませんのでごできませんのでご注意注意注意注意くださくださくださくださ

いいいい。。。。 

 

申込専用Ｗｅｂページ：https://secure.comhttps://secure.comhttps://secure.comhttps://secure.com----jtb.jp/jtb.jp/jtb.jp/jtb.jp/basketballbasketballbasketballbasketball2018201820182018//// 

              ■２０１８年１月 15 日（月）１0：00 より受付開始 

 

申込締切 ： ２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（火火火火））））１７１７１７１７：：：：００００００００までにお申込お願いします 

 

※宿泊プランをお申込みの際は、第１希望、第２希望、第３希望までご選択ください。 

 

② 配宿決定通知配宿決定通知配宿決定通知配宿決定通知は、２０１８年１月 25 日（木）１７：００以降にお知らせいたします。上記Ｗｅｂページの「お客様専用

画面」にログインいただくと、ご案内する宿泊施設名、ご旅行代金が表示されます。 

 

【宿泊施設名】「メインメニュー」＞「宿泊施設情報」 にホテル名称・お部屋タイプ・部屋数が表示されます。 

【合計金額】 「お支払い手続き」＞「お申し込み料金明細」 にお申込合計金額が表示されます。 

 

③ おおおお支払支払支払支払いいいいは、申込合計金額をご確認の上、下記指定銀行口座へお振込お願いします。 

 

【お振込み銀行口座】 

 みずほ銀行 14 号支店 

 普通預金 Ｎｏ．2139846 口座名：株式会社ＪＴＢ東北 

 ※振込元名は学校名と責任者名でお願いします。【例：●●高等学校◆◆◆◆◆】 ◆は申込責任者名 

２０１８年２月１日（木）までにお振込をお願い申し上げます（振込手数料振込手数料振込手数料振込手数料はごはごはごはご負担負担負担負担をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします）。 

 

④ 領収証領収証領収証領収証（（（（またはまたはまたはまたは請求書請求書請求書請求書））））がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合はははは、Ｗｅｂページ「お支払い手続き」＞「請求書・領収証発行登録」よりご

依頼ください。追って弊社よりご郵送申し上げます。 

（（（（但但但但しししし、、、、おおおお申込内容確定申込内容確定申込内容確定申込内容確定からからからから大会実施大会実施大会実施大会実施までのまでのまでのまでの期間期間期間期間がががが大変短大変短大変短大変短いためいためいためいため、、、、大会終了後大会終了後大会終了後大会終了後 2222 週間以内週間以内週間以内週間以内のののの発送発送発送発送となりますとなりますとなりますとなります。。。。予予予予めめめめ

ごごごご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。）。）。）。）    

 

⑤ 当日は、以下２点の資料をダウンロード・プリントアウトしてご持参下さい。 

１． 宿泊申込確認書・・・チェックインの際、ホテルフロントにご提示ください。 

２． 部屋割表・・・部屋毎に宿泊者氏名をご記入いただき、２月１日（木）までに宿泊施設にＦＡＸをお願いします。 
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２．宿泊プラン （ＪＴＢ東北との募集型企画旅行契約になります） 

 

(株)ＪＴＢ東北 法人営業山形支店がお手伝いさせていただきます。後述の旅行条件書（要約）をご確認いただき、専

用Ｗｅｂページよりお申し込みください。 

宿泊設定日宿泊設定日宿泊設定日宿泊設定日        ：：：：    ２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年２２２２月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））・・・・３３３３日日日日（（（（土土土土））））    ２２２２泊分泊分泊分泊分になりますになりますになりますになります    

宿宿宿宿    泊泊泊泊    地地地地            ：：：：    山形市山形市山形市山形市・・・・天童市天童市天童市天童市    

            宿泊条件宿泊条件宿泊条件宿泊条件                ：：：：    施設施設施設施設によりによりによりにより、、、、1111 泊泊泊泊 2222 食又食又食又食又はははは 1111 泊朝食付泊朝食付泊朝食付泊朝食付（（（（サービスサービスサービスサービス料料料料・・・・税金込税金込税金込税金込））））        

おひとりおひとりおひとりおひとり様様様様あたりのあたりのあたりのあたりの旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金ですですですです。。。。    

                                                            ※※※※ｼﾝｸﾞﾙ・ツイン・ﾄﾘﾌﾟﾙのｼﾝｸﾞﾙ・ツイン・ﾄﾘﾌﾟﾙのｼﾝｸﾞﾙ・ツイン・ﾄﾘﾌﾟﾙのｼﾝｸﾞﾙ・ツイン・ﾄﾘﾌﾟﾙの場合場合場合場合はははは、、、、客室客室客室客室をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ 1111 人人人人、、、、2222 人人人人、、、、またはまたはまたはまたは 3333 人人人人でごでごでごでご利用利用利用利用いただいたいただいたいただいたいただいた    

場合場合場合場合のおひとりのおひとりのおひとりのおひとり様様様様あたりのあたりのあたりのあたりの金額金額金額金額ですですですです。。。。    またまたまたまた、、、、和室和室和室和室のののの場合場合場合場合はははは広広広広さにさにさにさに応応応応じたじたじたじた定員利用定員利用定員利用定員利用となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

            添乗員添乗員添乗員添乗員                    ：：：：    同行同行同行同行いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。    

最少催行人員最少催行人員最少催行人員最少催行人員    ：：：：    １１１１名様名様名様名様    

☆希望宿泊カテゴリーについては、第 1～第 3 希望までを必ずご入力ください。 

※保護者様の方の宿泊は選手団とは別に申込みをお願いいたします。また、選手団を優先して配宿をさせていた

だきますので、あらかじめご了承下さい。 

☆最終配宿決定通知は１月 25 日（木）17:00 以降を予定しております。 

☆宿泊当日は、配宿決定通知後に大会専用Ｗｅｂ画面から、お客様ご自身にてプリントアウトしていただく「お申込み

内容確認書」をご持参いただき宿泊施設のフロントにご提示をお願いいたします。 

☆特定のカテゴリーの宿泊施設にご希望が集中する場合がございます。その際はご相談の上、ご希望カテゴリー以

外の宿泊施設にてご案内させていただく場合がございます。 

☆食事が不要の場合でも特別設定代金のため、ご返金はできません。 

☆個人勘定及びこれに伴うサービス料と諸税はお客様ご自身でご清算をお願いいたします。 

☆宿泊施設への直接の変更や取り消しは、トラブルの原因となりますのでご遠慮ください。 

 

■宿泊プラン共通日程表（１泊２食） 

日次 行  程 食 事 

１ ご自宅または前泊地又は各地⇒(各自移動、お客様負担)⇒各宿泊施設(泊) 朝：× 昼：× 夕：○ 

２ 各宿泊施設⇒(各自移動、お客様負担) ⇒ご自宅または次泊地又は各地 

※一部の施設は「朝：×（無料の軽朝食サービス付）となります。 

詳細は宿泊カテゴリーリストをご確認下さい。 

朝：○※ 昼：× 夕：× 

■宿泊プラン共通日程表（１泊朝食） 

日次 行  程 食 事 

１ ご自宅または前泊地又は各地⇒(各自移動、お客様負担)⇒各宿泊施設(泊) 朝：× 昼：× 夕：× 

２ 各宿泊施設⇒(各自移動、お客様負担) ⇒ご自宅または次泊地又は各地 

※一部の施設は「朝：×（無料の軽朝食サービス付）となります。 

詳細は宿泊カテゴリーリストをご確認下さい。 

朝：○※ 昼：× 夕：× 

 

■宿泊カテゴリーリスト （一泊朝食料金は 1,500 円引きとなります。） 

※１印があるホテルは１泊朝食料金及び朝食のみの施設となります。 

※２印があるホテルは夕食はお弁当、朝食はおにぎりにて対応の施設となります。 

ソーレインホテルズは、おにぎり、お味噌汁の軽朝食無料サービスになります。 

 

カテゴリー 部屋タイプ 宿泊地区 ご旅行代金 ホテルリスト 

A ツイン、シングル 山形市内 １５，０００円 リッチモンドホテル山形駅前※１ 

B 和室 天童市内 １０，０００円 天童グランドホテル舞鶴荘 

C ツイン、シングル 

山形市内 

天童市内 

９，５００円 

山形駅西口ワシントンホテル 

山形国際ホテル 

ホテルルートイン山形駅前 

コンフォートホテル山形※1 

コンフォートホテル天童※1 

D 和室、ツイン、シングル 

山形市内 

天童市内 

９，０００円 

ホテルキャッスル 

ホテルリモージュ 

天童ホテル 

ホテル王将 

E ツイン、シングル 山形市内 ８，５００円 山形七日町ワシントンホテル 

F ツイン、シングル 山形市内 ８，０００円 ホテルアルファーワン山形※2 

G ツイン、シングル 山形市内 ５，５００円 ソーレインホテルズ※2 
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３．昼食弁当(募集型企画旅行契約には該当しません) 

 

設定日 ： ２０１８年２月３日（土）・４日（日） ２日間 

内 容  ： ①幕の内弁当（お茶付） ７００円（税込） 

時 間  ： １１：００～１３：００の間にお渡しいたします。（各日共通） 

場 所  ： 山形市落合スポーツセンター・山形県総合運動公園総合体育館アリーナ 「ＪＴＢデスク」にてお引換いた 

します（詳細については、監督会議にてお知らせします。） 

※お弁当の引換の場合は、配宿決定通知後配宿決定通知後配宿決定通知後配宿決定通知後にににに大会専用大会専用大会専用大会専用ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂ画面画面画面画面からからからから、、、、おおおお客様客様客様客様ごごごご自身自身自身自身にてプリントアウトしていただくにてプリントアウトしていただくにてプリントアウトしていただくにてプリントアウトしていただく    

「「「「おおおお申込申込申込申込みみみみ内容確認書内容確認書内容確認書内容確認書」」」」をごをごをごをご持参持参持参持参いただきいただきいただきいただき、、、、おおおお申込単位一括引換申込単位一括引換申込単位一括引換申込単位一括引換をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

  ※衛生管理上、お受け取り後は速やかにお召し上がりください。 

    尚、お持ち帰りはできませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

  ※空箱の回収は、当日指定の場所へ 14141414：：：：30303030 までにご返却ください。 

☆☆☆☆当日当日当日当日のののの申込申込申込申込とととと販売販売販売販売はははは行行行行いませんのでいませんのでいませんのでいませんので、、、、ごごごご希望希望希望希望のののの場合場合場合場合はははは必必必必ずずずず事前事前事前事前のおのおのおのお申込申込申込申込みにておみにておみにておみにてお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

 

 

 

４．変更・取消手続きについて 

 

① お申込み後の変更および取消は、お客様ご自身で必ずＷｅｂページへログインいただき、「お申し込み・変更」 

ぺージより、お手続きをお願いします。 

申込期間中申込期間中申込期間中申込期間中ははははＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂおおおお客様画面客様画面客様画面客様画面からからからからにてのごにてのごにてのごにてのご変更変更変更変更のののの手続手続手続手続ききききをおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

おおおお申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日のののの１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（火火火火））））17171717：：：：01010101 以降以降以降以降はははは、、、、当初当初当初当初ののののＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂ申込時申込時申込時申込時のののの「「「「おおおお申込申込申込申込みみみみ内容内容内容内容確認書確認書確認書確認書」（Ｗｅｂ」（Ｗｅｂ」（Ｗｅｂ」（Ｗｅｂ画面画面画面画面よりよりよりより

各自各自各自各自プリントアウトいただけますプリントアウトいただけますプリントアウトいただけますプリントアウトいただけます））））にににに変更内容変更内容変更内容変更内容をごをごをごをご記載記載記載記載いただきいただきいただきいただきＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸにてごにてごにてごにてご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

 

② 取消料は、弊社の営業日・営業時間内に、お客様がＷｅｂお客様画面での変更手続きを完了させた時点を基準

に発生いたします。営業時間外営業時間外営業時間外営業時間外にににに変更手続変更手続変更手続変更手続きをきをきをきを完了完了完了完了させたさせたさせたさせた場合場合場合場合、、、、翌営業日翌営業日翌営業日翌営業日がががが取消日取消日取消日取消日となりますとなりますとなりますとなりますのでご注意くださ

い。申込期間中申込期間中申込期間中申込期間中はははは必必必必ずずずずＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂおおおお客様画面上客様画面上客様画面上客様画面上にてごにてごにてごにてご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。 

また、おおおお申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日のののの１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（火火火火））））17171717：：：：01010101 以降以降以降以降はははは、ＦＡＸ、ＦＡＸ、ＦＡＸ、ＦＡＸのののの到着日到着日到着日到着日かつかつかつかつ弊社営業時間内弊社営業時間内弊社営業時間内弊社営業時間内（（（（月月月月～～～～金金金金    9:309:309:309:30～～～～

17:3017:3017:3017:30    土日土日土日土日・・・・祝日祝日祝日祝日はははは休業休業休業休業））））にににに着信着信着信着信したものしたものしたものしたものがががが基準基準基準基準となりますとなりますとなりますとなりますのでご注意ください。 

 

③ 旅行開始後（大会期間中）の取消連絡はお電話、又は会場におりますＪＴＢスタッフにお申し付けください。 

 

④ お申込後の取消につきましてはお申込みの各項目につき、お申出の日時により所定の取消料を申し受けます。ご

入金後、変更・取消にて生じた変更・取消料を差し引いた金額に残額がある場合には、大会終了後、銀行振込に

てご返金させていただきます。 

※※※※混乱混乱混乱混乱をををを避避避避けるためけるためけるためけるため、、、、大会期間中大会期間中大会期間中大会期間中のののの会場会場会場会場でのごでのごでのごでのご返金等返金等返金等返金等のののの精算精算精算精算はいたしませんはいたしませんはいたしませんはいたしませんのでのでのでので、、、、予予予予めごめごめごめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    

大会期間中大会期間中大会期間中大会期間中をををを除除除除きききき、、、、おおおお電話電話電話電話でのでのでのでの変更変更変更変更・・・・取消取消取消取消はははは一切承一切承一切承一切承ることができませんのでることができませんのでることができませんのでることができませんので、、、、ごごごご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    
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５．変更・取消料について 

 

【変更・取消料】受付は弊社弊社弊社弊社営業時間内営業時間内営業時間内営業時間内とさせていただきます（月～金 9:30～17:30 土日・祝日は休業） 

 

・・・・宿泊宿泊宿泊宿泊プランプランプランプラン（（（（募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約））））    

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

前日から起算

してさかのぼっ

て 

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％ 

３．3 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％ 

    

・・・・昼食弁当昼食弁当昼食弁当昼食弁当（（（（募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約にはにはにはには該当該当該当該当しませんしませんしませんしません））））    

取消日 取消料（1 個あたり） 

ご利用日の 2 日前まで 無 料 

ご利用日の前日・ご利用当日 １００％ 

 

 

６．個人情報の取扱いについて 

 

当社は、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運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およ

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、大会運営に伴い大会事務局様とも共有させていただきます。それ以外の目的で利用することはございません。

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。 

変更等の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送信の際はくれぐれも誤送信等には

ご注意ください。 

    

【【【【旅行企画旅行企画旅行企画旅行企画・・・・実施実施実施実施】】】】((((おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ等等等等にににに関関関関するするするするおおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先))))    

㈱ＪＴＢ㈱ＪＴＢ㈱ＪＴＢ㈱ＪＴＢ東北東北東北東北    法人営業山形法人営業山形法人営業山形法人営業山形支店支店支店支店        

    「「「「第第第第２８２８２８２８回東北高等学校男女新人回東北高等学校男女新人回東北高等学校男女新人回東北高等学校男女新人バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会」」」」    係係係係    

担当者 ： 佐藤将人 ・ 佐々木裕之    

TELTELTELTEL：：：：０２３０２３０２３０２３‐‐‐‐６６６６４１４１４１４１----９５９５９５９５００００００００    FAXFAXFAXFAX：：：：０２３０２３０２３０２３----６４１６４１６４１６４１----５５５５９９９９２２２２２２２２        

EEEE----mailmailmailmail    : : : : taikaitaikaitaikaitaikai----yamagatayamagatayamagatayamagata@th.jtb.jp@th.jtb.jp@th.jtb.jp@th.jtb.jp    

営業時間： 平日 9:30～17:30 ※土日・祝日および年末年始（12/30～1/3）休業    

住所：〒990-0031 山形県山形市十日町 2-1-2 日本生命山形ビル 1 階    

観光庁長官登録旅行業 第 1573 号 総合旅行業務取扱管理者：佐々木 裕之    

一般社団法人日本旅行業協会正会員／旅行業公正取引協議会会員    

 

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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。 
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■■■■ごごごご旅行条件書旅行条件書旅行条件書旅行条件書    要約要約要約要約（（（（募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約））））････････････宿泊宿泊宿泊宿泊プランプランプランプラン    

おおおお申申申申しししし込込込込みのみのみのみの際際際際にはにはにはには、、、、必必必必ずずずず旅行条件書旅行条件書旅行条件書旅行条件書（（（（全文全文全文全文））））をおをおをおをお読読読読みいただきみいただきみいただきみいただき、、、、事前事前事前事前にににに内容内容内容内容をごをごをごをご確認確認確認確認のののの上上上上おおおお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

旅行条件書旅行条件書旅行条件書旅行条件書（（（（全文全文全文全文））））はこちらよりごはこちらよりごはこちらよりごはこちらよりご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。【。【。【。【http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asphttp://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asphttp://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asphttp://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp】】】】    

    

●●●●募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約    

この旅行は（株）JTB 東北 法人営業山形支店（山形県山形市十日町 2-1-2 日本生命山形ビル 1 階、観光庁長官登録旅行業第 1573 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、別途ご確認いただく旅行条件書（全文）、出発前にお渡しするお申込内容確認書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。 

●●●●旅行旅行旅行旅行のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みみみみ及及及及びびびび契約成立時期契約成立時期契約成立時期契約成立時期    

（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 

（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、後日確定する配宿決定通知 

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。 

●●●●旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のおのおのおのお支払支払支払支払いいいい    

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13 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。また、お客様が当社提

携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用

日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 

●取消料取消料取消料取消料    

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、下記に記載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

日から起算してさ

かのぼって 

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％ 

３．3 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％ 

●●●●旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金にににに含含含含まれるものまれるものまれるものまれるもの    

各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事費用、サービス料及び消費税等諸税。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。） 

●●●●特別補償特別補償特別補償特別補償    

    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＞ 

  ●●●●「「「「通信契約通信契約通信契約通信契約」」」」をををを希望希望希望希望されるおされるおされるおされるお客様客様客様客様とのとのとのとの旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件    

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契

約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 

（１）契約成立は、当社が電話または郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ-mail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到

達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。 

（２）「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料

のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料

を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して 7 日間以内をカード利用日として払い戻します。） 

（３）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受け

ます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 

●●●●国内旅行保険国内旅行保険国内旅行保険国内旅行保険へのへのへのへの加入加入加入加入についてについてについてについて    

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。 

●●●●事故等事故等事故等事故等のおのおのおのお申出申出申出申出についてについてについてについて    

旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、または、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。） 

●●●●個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取扱取扱取扱取扱についてについてについてについて    

当社は、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運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配および、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、大会運営に伴い大会事務局へ情報を提出し利用させていただきます。 

●●●●旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件・・・・旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの基準基準基準基準    

この旅行条件は２０１８年１月９日現在を基準としています。また、旅行代金は２０１８年１月９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 株式会社 JTB 東北 法人営業山形支店 

〒990-0031 山形県山形市十日町 2-1-2 日本生命山形ビル 1 階 

観光庁長官登録旅行業第 1573 号 

日本旅行業協会正会員 

 


