
JOC第27回全国中学生なぎなた大会

宿泊プランロ昼食弁当お申込手続きのご案内 :

」OC第 27回全国中学生なぎなた大会 (以下「本大会」という)開催の趣旨を踏まえ、参加者等がスムーズに

ご参加頂けるように宿泊環境の提供およびお弁当手配に務めます。

この要項の適用対象者は、本大会の参加者・応援者および役員・事務局関係者とします。

大会開催期日 :2019年 7月 27日 (土)～ 7月 29日 (月 )  3日 間

大会開催会場 :福井県立武道館

多数のご参加、お申込みを心よりお待ち申し上げます。

1.取扱 (適用)期間
2019年 7月 26日 (金 )～ 29日 (月 )

但し、災害等特別な理由が生じた場合は別途考慮します。

2.お申込み方法

① 男1紙申込書に必要事項をご記入いただき、腑日本旅行ワールド鯖江店へ『 FAX』にてお申込み下さい。

電話での受付はできかねますので、ご注意ください。変更・取消につきましてもお申込み用紙に変更内容を

ご記入の上、『 FAX』にてご連絡をお願いいたします。
※ 受付完了後、弊社より受付番号をお知らせしますので必ずお控えください。またお問い合わせの際は、

受付番号と団体名を沿えてご連絡ください。

の際には第2希望、第3

Y糸宙状スイ士牛着 1櫃ン六十でtヽルギナます^ホテリしが満室となった場合 ^ご希望涌りご案内で書ない

操合がデボI.、 ますので_子めド7量下六しヽ ^

口振込手数料はご負担をお願いいたします。
・お振込の際は必ず、学校名又は代表者名にてお振込下さい。
・お申込み後に、変更・取消をされる場合、各項目ごとに取消料を申し受けます。

以下、「変更口取消について」をご確認ください。

申込締切日:2019年 6月 17日 (月 )までに必着

お申込みの流れ
① 6月 17日 (月 ):申込締切

② 請求書口宿泊確認書は、お申込みの都度送付します

③ 7月 5日 (金):入金締切

※詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので、事前にご確認の上お申込み下さい



設定日 :2019年 7月 27日 (土 )～ 2019年 7月 29日 (月 )3日 間    |  :
代金 :800円 (1食・お茶付口税込)                ・

ご希望の場合は申込書に個数をご記入ください。無記名の場合は申込み無しと受け手配はいたしません。

お弁当のみの申込みも受け付けております。当日販売は行いませんのでご了承ください。     i

【お弁当の引換・回収について】
チームごとにお弁当申込書を持参の上、受付までお越し願います。

引換開始時刻 11:00頃  空箱回収 15:00まで

会場周辺は飲食施設が限られますので、お弁当のご注文をおすすめ致します。

また、食品衛生上、弁当受取後はなるべく早くお召し上がりください。

腕日本旅行ワールド鯖江店が旅行企画・実施する募集型企画旅行にてご案内させて頂きます。

別紙の旅行条件書 (要約)をご確認の上、申込書に必要事項を記載し、お申込みください。

宿泊日  : 2019年 7月 26日 (金 )・ 27日 (土 )・ 28日 (日 )より宿泊日をご指定ください

宿泊条件 : 1泊朝食もしくは1,自 2食付き サービス料・税金込

※朝食・夕食が不要の場合でも、特別設定料金のため、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各自でのご精算をお願いいたします。

※添乗員は同行いたしません。
旅行代金に含まれるもの:宿泊代金(表中の食事条件・定員入室・お一人様当たり)、 それに伴うサービス料、消費税

旅行代金に含まれないもの:各地～ホテルまでの交通費・駐車場代、その他個人的な利用(ホテル電話代等)に伴う費用

お申込み 1ま申込受付順とし、満 邑になり次筆 締ヽめ tJl ιJルさせて百きます ^

・旅行代金は各部屋タイプとも、定員利用時のお一人様 1,自あたりの金額です。
・当日は週末の為、大変混雑する可能性がありますので、お早めにお申込み下さい。

一人様 1 りの

甲
込 ホテル名 部屋タイプ 食事条件 金額

ラン
ドリー

アクセス時間目安
議:専麟

A ホテル京福
シングル
(1名 利用)

1泊朝食 7.000R ○
徒歩1分

(福井駅)

B アズイン福井
シングル
(1名 利用)

1泊朝食 7.000円 ○
徒歩10分

(福井駅)

C 福井フェニックスホテル
ツイン

(2名 利用)

1泊朝食 8.700円 ○
徒歩3分

(福井駅)

D

チサンイン福井

ツイン

(2名 利用)

1泊朝食 6.900円

○
車 15分

(福井駅 )

E
トリフPル

(3名 利用)

1泊朝食 6.500円

G

リバージュアケボノ

シングル
(1名 利用)

1泊朝食 8.900H

○

徒歩12分
(福井駅)

H
シングル
(1名 利用)

1,自 2食 10.900円
徒歩12分
(福井駅)

K
ツイン=トリプル・和室
(2～ 3名 利用)

1泊朝食 7.900円
徒歩12分
(福井駅)

L
ツイン・トリプル・和室

(2～ 3名 利用)

1,自 2食 9.900円
徒歩12分
(福井駅)



①  取消及び変更のご依頼は、必ず『 FAX』にて欄日本旅行ワールド鯖江患にご導絡下さい。

※取消基準日は、FAXの送信日とし、必ず書面にてご連絡下さい。   11
※旅行開始後の取消連絡は電話にて承ります。【直通携帯:070-1220-2760(石 田)】

②  お申込後の取消につきましては下記の各取消料を引いた金額を、大会終了後に銀行振り込みにて

ご返金させて頂きます。

【変更・取消料】(受付日は当社営業時間内とさせて頂きます)

★ お 弁 当 ★(募集型企画旅行契約には該当しません)

取 消 日 弁当 取消料 (1食あたり)

前日12:00まで 無料

前日12:00以 降 弁当代の100%
当 日 弁当代の100%

★ 宿 泊 ★(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 (お一 人様 )

宿泊日の21日前まで 無料

宿泊日の20日前から8日前まで 宿 泊代金 の20%
宿泊日の7日前から前々日まで 宿泊代金の30%
宿泊日の前日 宿泊代金の50%
宿泊日の当日又は無運絡不参加 宿泊代金の100%
取消日は、旅行 泊日)の前日から起算してください。

【旅行企画・実施】 お申込み・お問い合わせ

鯖 日本旅行ワールド鯖江店
「JOC第 27回全国中学生なぎなた大会」 担当 :石 田 宛

TEL:0778-52-3265   FAX:0778-52-5470
直通連絡先 :070-1220-2769

住所 :〒 916-0057

福井県鯖江市有定町3-1-1ワ イプラザ鯖江店内 (西山公園となり)

営業時間 :月 ～火口木
～

金 9:30～ 18:30 土・日=祝 10:00～ 18:00
水曜日は定休 日となつております

総合旅行業務取扱管理者 :明石 雅彰

その他、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。



■旅行条件書 (要約 )

■ご旅行条件書 要約 (募集型企画旅行契約)…・宿泊 ※お弁当は、募集型企画旅行契約には該当しますん。お申込みの際には、必ず
旅行条件件書 (全文)を ご確認いただき、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下さ
い 【httD″fukulltenrvo ip/prOⅢ 轟On/。d″prO宙sion1 0dF L            ■‐ ,

●募集型企画旅行契約
この旅行は、(株 )日 本旅行ワール ド鯖江店 (福井県鯖江市有定町 3‐ 1-1、 福井県知事登録旅行業者 第 2‐212号 )(以下「当社」とい

います。)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」といいます。)を
締結することになります。また、旅行契約の内容・条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書 (全文)、 出発前にお渡じする

最終旅行日程表と称する確定書面 (以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部 (以下「当社

約款」といいます。)によります。

●旅行のお申し込みと契約の成立時期
所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、お申し込みいただきます。旅行契約は、当社らが契約の締結の承諾をし申込金を受領した

ときに成立するものといたします。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、

旅行契約が成立するものとします。

●旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13日 目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起

算してさかのぼって 13日 目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。

また、当社とお客様が第 24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、

お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金 (申込金、追加代金として表示したものを含みます。)

や第 14項に規定する取消料・違約料、第 10項 に規定されている追加料金及び第 13項記載の交替手数料をお支払いいただくことが

あります。また、この場合のカードの利用日は、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。

●旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (注釈のないかぎリエコノミークラス)、 宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等

諸税。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合には次の金額の取消料をいただきます。詳細は 6ベージをご覧くだ

さ レ

契約解除の日 取消料 (お一人様)

1.宿 泊日の 21日 前まで 無料

2.宿泊日の20日 前から8日 前までの取消 旅行代金の 20%

3 宿泊日の 7日 前から前々日までの取消 旅行代金の 30%

4.宿泊日前日の取消 旅行代金の 50%

5.宿 泊日の当日又は無連絡不参加 旅行代金の 100%

※ 1・ 2の }ま宿 泊 日の前 日か ら して くだ さい

●当社の責任
当社の募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたと

きは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に対して通知があつた場合に限ります。

●特別補償
当社は前項の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な

外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金 (1,500万 円)。 後遺障害保険金 (1,500万 円を上

限)。 入院見舞金 (2万円～20万 円)及び通院見舞金 (1万 円～5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金 (手荷

物 1個 又は 1対あたり10万 円を上限、1募集型企画旅行お客様 1名 あたり15万円を上限とします。)を支払います。

●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、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場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧

めします。国内旅行保険については、お問合せください。

●個人情報の取扱い

当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく他、お

客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための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主催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

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、2019年 2月 28日 現在を基準としています。

企画旅行 。実施 福井県知事登録旅行業者 第 2‐212号

株式会社 日本旅行ワール ド 鯖江店 〒916‐ 0057 福井県鯖江市有定町 3-1‐1 ワイプラザ鯖江店内

TEL 0778-52-3265/FAX 0778‐ 52‐ 5470 総合旅行業務取扱管理者 :明石 雅彰



JOC
【宿泊・お弁当 申込書】

第27回全国中学生なぎなた大会
≪6月 17日 (月 )までにご提出願います》 申込日

【特記

※記入欄が不足の場合はコピーしてご利用下さい

宿泊希望 (例 )

第1希望 第2希望 第3希望

A G B

宿泊希望

第 1希望 第 2希望 第3希望

≪お車ご利用のお伺い≫

貸切バス(大型パス  台)(中 型バス

【お申し込み先】
日本旅行ワールド鯖江店 〒916-0057福井県鯖江市有定町3-1-1ワ イプラザ鯖江店内西山公園隣

【営業時間】月～火・木～金 9:30～ 18:30 土・日口祝 10:00～ 18100定休日:水曜
「JOC第27回全国中学生なぎなた大会」係  担当:石 田
TEL:0778-52-3265 FAX:0778-52-5470直 接連絡先:070-1220-2769

弁当@800円 (例 )

7月 27日 7月 28日 7月 29日

○個 ○個 ○個

弁当@800円

7月 27日 7月 28日 7月 29日

個 個 個

☆ツイン・トリプリレご希望の方は、同室の方と同じ数字を記入下さい

≪ 》

記入例 7/26(金 ) 7/27(土 ) 7/28(日 )

シングル 2室
室 室 室

ツイン 1室
室 室 室

トリフリレ 0室
室 室 室

台)(マイクロバス 台)・ 普通自動車
ム
ロ


