
拝啓　大会ご関係者各位におかれまして、益々ご健勝のことと心よりお慶び申し上げます。

弊社におきましては、平素より格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。

大会の成功に向けて精一杯ご支援させて頂きますので宜しくお願いいたします。 敬具

1. 宿泊取扱期間

九州中学校バレーボール選抜優勝大会：平成31年3月22日（金）　～　3月25日（月）

九州ブロックＵ-14クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会：平成31年3月24日（日）　～　3月27日（水）

　

2. 宿泊について

（1） 旅行代金について（税・サービス料、入湯税込／1名様当たり／定員利用）

① 洋室タイプの利用の場合、エキストラベッドを利用したトリプルルーム対応になる場合があります。

② 未就学児につきましては当社にお問い合わせください。

③ 宿泊施設はランクでの（区分）での申込を受付けます。宿泊施設を指定してのお申込はできません。

3. 宿泊施設
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※客室は定員での利用となります

和室

竹水苑（大浴場有り） 熊本県玉名市玉名2020-1

＊ＡＺホテルは客室にバス、トイレ付

洋室（シングル、ツイン）

ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　熊本荒尾店 熊本県荒尾市万田958 0968-65-3301 洋室（シングル、ツイン）

ランク：Ｃ
0968-75-8101

熊本県山鹿市昭和町506 0968-43-4146 和室

熊本県玉名市立願寺572

１泊２食

Ｃ
１泊朝食

１泊２食

Ｃ-1

Ａ-2

Ｂ-2

Ｃ-2

対象者 ランク 食事条件 宿泊記号 旅行代金 備考

司ロイヤルホテル（大浴場有り） 熊本県玉名市立願寺50-1 0968-73-8888 和室

応援こども Ｂ-1

Ａ-1

　

　

６，５００円
Ｃ

Ｃ
１泊朝食 Ｃ-1 ６，５００円

Ｃ-2 ７，５００円

熊本県玉名市岩崎７３０

ＨＯＴＥＬ　ＡＺ　熊本和水店 熊本県玉名郡和水町江田瀬戸４８７

0968-72-2165

ランク：Ａ

＊司ロイヤルホテル洋室は客室にバス、トイレ付

立願寺温泉ホテル（大浴場有り）

洋室司ロイヤルホテル（大浴場有り）

0968-72-6411

備考(部屋数）

司ロイヤルホテル 熊本県玉名市立願寺50-1 0968-73-8888 大会本部

和室

富士ホテル（山鹿／大浴場有り）

0968-72-2100ホテルしらさぎ（大浴場有り） 和室

0968-73-8888

（小学生以下）

１泊朝食 Ａ-1 ８，０００円

７，５００円

Ｂ-1 ７，５００円

応援中学生

１泊２食 Ａ-2 ９，０００円

保護者・応援者
Ｂ

１泊朝食

ホテル名 住所

Ｂ-2

電話番号

７，５００円

８，０００円

８，５００円

Ｃ-2１泊２食

１泊２食

　

７，５００円

監督・コーチ

１泊朝食

１泊朝食 Ａ-1
Ａ

Ｂ

８，５００円Ａ-2

Ｂ-1

Ｂ-2

７，０００円

８，０００円

引率教員・役員 １泊朝食 Ｃ-1

選手・生徒

１泊２食

１泊２食

１泊２食

Ａ

ランク：Ｂ

　

熊本県玉名市立願寺50-1

７，０００円

７，５００円

６，０００円

６，５００円

Ａ
１泊朝食

１泊２食

Ｂ
１泊朝食

平成３０年度

第36回九州中学校バレーボール選抜優勝大会 及び

第９回九州ブロックＵ-14クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会

宿泊のご案内



（1） 早着・遅着の取扱い

チェックインは15：00以降、チェックアウトは10：00以前を原則とします。

それ以前・以降の場合は、追加料金がかかる場合があります。

（2） 配宿について

① 大会本部と協議の上、配宿を行います。各宿施設のランク分及び宿泊施設の収容人員が満員に達した場合、止むを

得ず希望外の宿泊施設ランクへの配宿を行うことがあります。予めご了承ください。

② 宿泊施設は駐車場を有しない施設が多い為（有する場合でも有料）駐車料金がかかる場合があります。

③ 配宿は選手・監督・コーチ・引率教員を最優先いたします。また保護者・応援中学生・一般応援につきまして

は可能な限り選手等と同じ宿泊施設に配宿いたしますが、収容人員が満員に達した場合、他の宿泊施設を

ご案内することがあります。

4 変更・取消について

（1） 宿泊のお取消しに関しては、各宿泊日を対象に起算いたします。

（2） 宿泊人員の変更について

宿泊決定通知前の変更は最初の申込書に変更事項を明記の上、当社宛にＦＡＸしてください。

宿泊決定通知以降の人数変更は、弊社又は宿舎に連絡してください。

（3） 宿泊当日のお取消しは当日の12：00までに直接宿舎へご連絡ください

5 申込み方法

 出場が決定次第、所定の申込用紙に記入の上、ＦＡＸにて当社宛にお申し込みください。

詳しい旅行条件を説明した書面をお送りしますので事前にご確認の上お申し込みください。

（1） 申込み締切日について

平成３１年２月２５日（月）１７:００　までとします。

（2） 宿泊の確認書発送について

当社よりチーム代表者様に宿泊決定通知書等を3月9日（金）までにＦＡＸいたします。

6

（1） 請求書をお送りいたしますので3月18日（月）15：00までに当社口座へお振込ください。

※学校名にてお振込み下さい。（例　○○中学校　男子）振込手数料はお客様負担にてお願いします。

（2） 返金について

お申込内容の変更、取消により返金が生じる場合、大会終了後申込書ご記入の振込口座に振込ませていた

だきます。

（3） 領収書について

領収書が必要な場合は、後日送付の「領収書発行依頼書」にご記入いただき、当社までＦＡＸして下さい。

記入内容に基づいて発行し、大会終了後に申込責任者様宛に郵送致します。

振込先：　三菱ＵＦＪ銀行　　振込第一支店　当座　No.９５３０９５０　口座名義　京王観光㈱

9日～3日前まで 前日

旅行代金の100％無料 旅行代金の２０％

10日前
無連絡・

旅行開始後以降

お支払いについて

当日

　 　 宿泊料取消料 旅行代金の５０％
旅行代金の８０％

旅行代金の100％
但し、12：00まで

旅行代金の５０％

2泊目以降 前日 当日
旅行開始後以降

宿泊料取消料

無連絡・

旅行代金の４０％



7 その他、注意事項

（1） ホテル・旅館の有料駐車場は台数が少なく、別途有料駐車場をご利用していただくこともあります。

（2） 貸切バス駐車等、詳しくは各宿泊施設にお問い合わせください。

（3） 食事等のアレルギーがございます場合は、お身体に関することでございますので宿舎決定後、詳細を各宿舎

にお問い合わせください。

（4） 玉名温泉周辺のホテル、旅館には館内にコインランドリーがありません。

コンラドリーＭＡＰを参考に周辺のコンランドリー施設をご利用下さい。

（5） ホテル、旅館の大浴場につきましては、宿泊者は利用宿泊施設の館内のみご利用いただけます。

（旅行の申し込み及び契約成立）

所定の申込書の必要事項を記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。また、指定の期日までに代金をお振込み下さい。

本大会につきましては、旅行契約は申込金なしであっても、申込書面を提出いただき、

当社が承諾した時点で成立するものといたします。

（旅行代金に含まれるもの）

旅行日程に明示された宿泊費及び消費税、入湯税、食事代が含まれます。

（旅行代金に含まれないもの）

弁当代及び交通費等諸費用および個人費用

（最少催行人数） １名

（添乗員について）

同行致しません。 (ホテルのチェックインはお客様ご自身で行っていただきます）

大会会場では添乗員が対応いたします。

（旅行条件・旅行代金の基準）

この旅行条件は平成３０年１１月１日を基準としています。旅行代金は平成３０年１１月１日現在有効な運賃・規則を

基準としております。

8 旅行行程表

9 個人情報の取扱いについて

旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報については、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配の為に利用

させていただくほか、必要な範囲内において運送・宿泊機関等に提供いたします。

上記以外の目的で本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。

10 お問い合わせ・お申込先

旅行企画・実施 京王観光株式会社 福岡支店

観光庁長官登録旅行業第１０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 石井弘隆

担当：鎌内、信田 、田中 モバイル：070-6940-2715

MAIL：h.kamauchi@keio-kanko.co.jp
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-1-1 博多新三井ビル4Ｆ

TEL：092-415-1514 ／ FAX：092-415-1539

営業時間 9:00～18:00 土曜・日曜・祝日休業



　 弁当の取扱いについて

（1） 平成31年3月23日（土）～3月26日（火）の間、１食６５０円（税込・お茶付）でご希望によりお手配します。

（複数日のご依頼はメニューを毎回変えさせていただきます）

（3） 弁当の受け取りは、体育館の弁当受付場所にて10:30～12:00の間に行います。

（学校名、チーム名をお伝え下さい）

（4） 弁当の空き容器は、弁当受付場所に15:00までに持参してください。

（5） 弁当の追加・変更について

変更がある場合、前日16：00までに当社担当者へ最終の必要個数を必ずご連絡ください。

ご連絡がない場合、当初の申込み個数でお渡しします。

（6） 弁当の確認書発送について

当社よりチーム代表者様に弁当確認書等を3月9日（金）までにＦＡＸいたします。

お問い合わせ・お申込先

弁当代金（全員）※紙パックお茶付 ６５０円 宿泊申込と同時に申し込む

弁当取消料 2日前まで：無料 前日
無料

当日以降：全額
但し、1７：00まで

平成３０年度

第36回九州中学校バレーボール選抜優勝大会 及び

第９回九州ブロックＵ-14クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会

お弁当のご案内

京王観光株式会社 福岡支店

担当：鎌内、信田、田中 モバイル：070-6940-2715

MAIL：h.kamauchi@keio-kanko.co.jp
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-1-1 博多新三井ビル4Ｆ

TEL：092-415-1514 ／ FAX：092-415-1539

営業時間 9:00～18:00 土曜・日曜・祝日休業


