令和 3 年度 第 53 回全国高等学校選抜ホッケー大会
宿泊・昼食弁当の申込案内
この度「令和 3 年度 第 53 回全国高等学校選抜ホッケー大会」が岐阜県各務原市・岐阜市において開催されますことを
心よりお慶び申し上げます。また、全国各県から多くの皆様が来県されますことを歓迎申し上げます。
今回ご出場されます皆様方の宿泊ならびに昼食弁当の手配を名鉄観光サービス㈱岐阜支店がお世話させていただくこと
となりました。大会運営の一助となるべく、また、今回の大会もコロナ禍での開催となるため、万全の準備体制のもと、安全
に安心してご参加いただける大会となりますよう努める所存ですので、多数のお申込みをお待ち申し上げております。

1.ご宿泊プラン・旅行代金のご案内（募集型企画旅行契約の部）
■令和 3 年 12 月 21 日（火）チェックイン～12 月 27 日（月）チェックアウトまでの 6 泊をご用意しております。
■最少催行人員 1 名 ／ 添乗員 同行いたしません。
■旅行代金は令和 3 年 10 月 1 日現在のものです。
施設

申込区分

ランク

Ａランク

選手・監督・引率者・スタッフ

Ｂランク

選手・監督・引率者・スタッフ

夕食・朝食付き

部屋タイプ
（指定不可）

朝食付き

旅行料金
７，５００円

申込番号
A－１

旅行料金
６，３００円

申込番号
A－２

８，０００円

Ｂ－１

６，８００円

Ｂ－２

―――

―――

８，８００円

Ｃ－２

９，０００円

D－１

７，８００円

D－２

９，５００円

E－１

８，３００円

Ｅ－２

１０，０００円

Ｆ－１

８，８００円

F－２

洋室 1～2 名利用
洋室 1～2 名利用
和室 2～5 名利用

Ｃランク

選手・監督・引率者・スタッフ

Ｄランク

選手・監督・引率者・スタッフ

洋室 1～2 名利用
洋室 1～3 名利用
和室 2～3 名利用

Ｅランク

選手・監督・引率者・スタッフ

洋室 1～2 名利用
和室 2～5 名利用

選手・監督・引率者・スタッフ

Ｆランク

洋室 1～2 名利用
和室 2～5 名利用

G ランク

選手・監督・引率者・スタッフ

洋室 1～2 名利用

１０，５００円

G－１

９，３００円

G－２

H ランク

選手・監督・引率者・スタッフ

洋室 1～3 名利用

１１，０００円

H－１

９，８００円

H－２

I ランク

選手・監督・引率者・スタッフ

１２，０００円

I－１

１０，８００円

I－２

１４，０００円

J－１

１２，８００円

J－２

洋室 1～2 名利用
和室 3～5 名利用

J ランク

選手・監督・引率者・スタッフ

洋室 1～2 名利用

施設ランク

施設名（部屋タイプ/所在地）

Ａランク

東横 INN 岐阜羽島駅新幹線南口（洋室/羽島市）

Ｂランク

平和荘（和室/各務原市）、旅館吉野（和室/各務原市）、ホテルスポーツパルコ（洋室/岐阜市）

Ｃランク

岐阜キャッスルイン（洋室/岐阜市）

Ｄランク

犬山館（洋室・和室/犬山市）、犬山ミヤコホテル（洋室・和室/犬山市）、すいとぴあ江南（洋室・和室/江南市）

Ｅランク

ホテルルートイン各務原（洋室/各務原市）、安田屋旅館（和室/関市）

Ｆランク
G ランク
H ランク
I ランク
J ランク

ホテルパーク（和室定員利用/岐阜市）、ホテルルートイン関（洋室/関市）、
シティホテル美濃加茂（洋室・和室/美濃加茂市）、ホテルルートイン可児（洋室/可児市）
ホテルリソル岐阜（洋室/岐阜市）、
岐阜ワシントンホテルプラザ（洋室/岐阜市）、大垣フォーラムホテル（洋室/大垣市）
ホテルパーク（和室定員マイナス 2 名利用/岐阜市）、ダイワロイネットホテル岐阜（洋室/岐阜市）
岐阜グランドホテル（洋室/岐阜市）

※洋室タイプをご希望されるチームが多いと予想されますが、数に限りもございます。和室タイプ定員マイナス利用の設定
も用意しておりますのでご利用いただきますようお願いします。
※お申込の際には必ず第 1 希望、第 2 希望、第 3 希望までご記入ください。希望ランクが満室となった場合は代案をご提示させていただきます。
※上記にご案内する宿泊施設は両会場まで概ね 10～60 分の場所にあります。
※お部屋の禁煙・喫煙はご希望に沿えない場合もございます。喫煙の場合は消臭対応にてご準備させていただきます。
※宿泊施設によっては食事会場が手狭なため、席数に限りがございます。予めご了承ください。
※朝食時間はおおよそ 6：30～を原則とします。詳しい時間は各宿泊施設に直接ご確認ください。尚、朝食の欠食扱いはできませんのでご了承ください。
※チェックインは 15 時以降、チェックアウトは 10 時以前を原則とします。それ以外のケースでは追加代金を徴収する場合もございますのでご注意ください。
※ルートイン系列の 3 ホテル、東横イン岐阜羽島駅新幹線南口は、朝食が無料または軽食対応になります。
※A ランク「東横イン岐阜羽島駅新幹線南口」、F ランク「ホテルルートイン可児」の夕食は弁当対応になります。（各部屋にて）
※B ランク「旅館吉野」の夕食は外のレストラン対応になります。（宿泊施設からの送迎あり）
※D ランク「すいとぴあ江南」は 24 日（金）までの宿泊となります。25 日以降の宿泊は別の宿泊施設をご案内させていただきます。
※E ランク「ホテルルートイン各務原」は 26 日（日）のみ朝食対応となります。（夕食提供不可）
※旅行代金に含まれるもの：①宿泊代金、②食事代金（夕食：ホテルにより異なる ／ 朝食 1 回）
※旅行代金に含まれないもの：上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要となる費用を例示します。
①個人的性格の費用：飲食代、クリーニング代、電話代、など ②傷害、疾病に関する医療費 ③任意の旅行傷害保険
尚、宿泊施設によっては駐車料金が最初から必要になる施設もございますので、各自ご確認ください。
ご宿泊プラン日程表
日 程

行 程

出発日

（1 泊目）

中間日

（2～6 泊目）
最終日

出発地・・・・各自・・・・ホテル【各自でチェックイン】 ホテル泊
ホテル・・・・各自・・・・ホテル

ホテル泊

ホテル【各自でチェックアウト】・・・・各自・・・・各地

2.昼食弁当のご案内（旅行契約ではありません）
大会期間中、昼食（お弁当）を事前予約によりご準備いたします。会場周辺には食事提供施設が少ないため、お弁当の申し
込みをお勧めいたします。（当日の販売はございません。）
お弁当（お茶付）代金
（事前予約のみ）

1 個 900 円（税込）

※メニューは日毎で変わります

※昼食弁当の設定日は 12 月 23 日（木）・24 日（金）・25 日（土）・26 日（日）の 4 日間です。
※会場にて指定時間内に配布します。（場所・時間は予約確認書送付時にご連絡します。）

3.お申込みの手順
【お申込み方法】
別添の「宿泊・昼食弁当申込書」に必要事項（申込記号など）をご記入の上、メールまたは FAX にてお申込みください。
お申込み受付後、12

月 7 日（火）を目途に最終のご案内として宿泊・昼食弁当確認書をメールまたは FAX にて送信

させていただきます。お支払いにつきましては大会終了後、弊社より請求書を送付します。内容をご確認の上、期日までに
指定の銀行口座へお振込みいただきますようお願い申し上げます。なお、振込手数料につきましてはお客様のご負担とさ
せていただきますのでご了承ください。

お申込み締切日 令和 3 年 11 月 30 日（火）17:30 まで / ※弁当のみも 11 月 30 日（火）

4.変更・取消について（募集型企画旅行契約の部）
■お送りいただきました申込書に変更内容を明確にご記入の上、メールまたは FAX にてご連絡ください。なお、電話での
連絡はお受け致しかねますのでご了承ください。
■取消につきましてはご連絡が弊社に到着した時点で有効となります。但し、営業時間外に到着した連絡につきましては
翌営業日の取消となりますのでご了承ください。
【ご宿泊プラン（旅行代金）の取消料】おひとり様あたり
取消日

旅行開始日の前日から

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって

起算してさかのぼって

4 日前まで

3 日前から 2 日前まで

0％

30％

ご宿泊プラン

旅行開始日

旅行開始日

旅行開始後・

前日

当日

無連絡不参加

40％

50％

100％

【お弁当の取消料】1 個あたり
取消日

前日 15 時まで

前日 15 時以降

お弁当

0％

100％

※試合結果による宿泊の取消について

連泊（複数泊）の場合も１つの旅行契約として取り扱います。旅行開始前の取消については 1 泊目を旅行開始日として、旅行代金合計額に対して上記の取消料を
いただきます。但し、試合に負けて以降の宿泊を取り止める場合は申出日の翌日以降の宿泊代金をご返金します。（申出日当日の宿泊代金はご返金できません。）

5.ご旅行条件について（募集型旅行契約の部）
この旅行は名鉄観光サービス㈱（以下、当社といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加するお客様
は当社と国内募集型企画旅行契約（以下、旅行契約といいます）を締結することとなります。詳しい取引条件を説明
した書面をお渡ししますので事前にご確認の上、お申込みください。
（弊社ホームページからも閲覧可）
ホームページ（https://www.mwt.co.jp）

→

各種約款・条件書等

→

ご旅行条件書（国内・募集型企画旅行）

6.お問合せ
名鉄観光サービス株式会社岐阜支店 「令和 3 年度 第 53 回全国高等学校選抜ホッケー大会」係
〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町 7-1 MC ビル 2 階
電話：058-265-8103 FAX:058-263-5059
営業日・営業時間：平日 10:00～17:30（土・日・祝祭日は休業）
メールアドレス：kenji.yamada@mwt.co.jp
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：中島

観光庁長官登録旅行業第 55 号

優人

担当者：山田・荻巣・水野

【承認番号 21-0043】

※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の点があれ
ば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。
【個人情報のお取扱いについて】

ご旅行申込に際し提出いただいた個人情報につきましては、お客様との連絡のためや宿泊・運送機関等の提供するサービスの手配及び受領のた
めの手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供します。また、大会名簿作成等のため主催者事務局に
もご提出致します。当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。

