
宿泊・お弁当・貸切バス　ご案内

大会期日：令和３年１月２３日（土）～２４日（日）

JATA正会員 観光庁長官登録旅行業第55号 ボンド保証会員

旅行企画・実施 名鉄観光サービス株式会社 徳島支店
〒770-0904 徳島市新町橋２－１０－１ 徳島眉山第一生命ビル４階

ＴＥＬ：０８８－６２２－１２０３ ＦＡＸ：０８８－６２２－１１５７

営業時間 平日９：００～１７：００ 休業日：土曜日・日曜日・祝日・年末

年始
総合旅行業務取扱管理者：朝野 比呂司 中四国

第3回ササクラスポーツプレゼンツ
蜂須賀旗争奪徳島大会



　※請求書原本は大会当日に各チームの代表者様へお渡しさせて頂きます。
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（１）大会申込書に必要事項を記入の上、お申し込み下さい。

      お手数ですが､必ず所定の書面をＦＡＸにてお申し込みくださいますようお願い申し上げます。

　　　お申し込み先　　　：名鉄観光サービス株式会社　徳島支店

　    ※電話での申込、変更、取消はトラブルの原因になりますのでご遠慮ください。
　　　お申し込み締め切り：令和２年１１月３０日（月）まで

（２）お問い合わせ・申込先

１．お問合せ･お申込先･変更･取消

　　　預金種別：普通預金

２．お支払及び最終ご案内について

　　　銀行名：みずほ銀行第五集中支店

　　　口座番号：０１７０６０２
　　　※振込手数料はお客様負担でお願いします。

（１）振込先

（２）お申込み締め切り後、請求書をＦＡＸにてご連絡させて頂きます。

　    口座名：名鉄観光サービス株式会社（メイテツカンコウサービスカブシキガイシャ）

（４）最終ご案内(宿泊・弁当・貸切バスの内容）は、１月上旬頃に郵送さていただきます。
（３）お支払い期日　令和２年１２月２５日（金）

申込先

JATA正会員 観光庁長官登録旅行業第55号 ボンド保証会員

名鉄観光サービス株式会社 徳島支店 旅行業務取扱管理者 朝野比呂司 中四国

「第３回ササクラスポーツプレゼンツ 蜂須賀旗争奪徳島大会 デスク」

担当：齋藤／小出／岸本

〒770-0904 徳島市新町橋２－１０－１ 徳島眉山第一生命ビル

ＴＥＬ：０８８－６２２－１２０３ ＦＡＸ：０８８－６２２－１１５７

営業時間：平日９：００～１７：００(土曜日・休日・祝日・年末年始は休み) ※土・日・祝日・年末年始の連絡は翌営業日となります。



2～4名定員 1泊4食付き 大人5.110円/子供4.300円

シングル 〃 大人5.650円

※ホテル、お部屋タイプ（和・洋・部屋割り）、禁煙・喫煙は指定不可です。弊社にておまかせとさせていただきます。
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設定 食事 旅行代金（宿泊代金+お弁当） 旅行代金への支援金額

2.000円

バス会社は弊社おまかせとなります。ドライバーの費用も旅行代金に組み込ませて頂きます。

　　　　　　　1/24（日）ホテル朝食・昼食（お弁当お茶なし）

※満室の場合は別のホテルをご案内させていただく場合がございます。予めご了承ください。

2.000円

大人16.150円 大人10.500円

お弁当単品のご注文は宿泊をされないチームだけのお申込みとなります。
※1/23（土）が悪天候の場合は24日（日）が大会1日目となりますので、必ずご宿泊ください。

雨天のため大会が中止になった場合でも、2日間のお弁当は買取となります。予めご了承ください。

※添い寝の料金設定がございません。子供は全て同一金額で、お食事も大人と同じものになります。

※夕食・朝食はセットメニューで、会場はザ・グランドパレス徳島です。（大人・子供　同じ食事）
※アグネスホテル徳島とアグネスホテルプラスにご宿泊の方もザ・グランドパレス徳島にてお食事を準備しています。

下記の表は（１）宿泊と（２）食事の目安としてお考えください。

※下記記載の料金は、包括料金で消費税等諸税が含まれています。

お支払い実費 地域共通クーポン

大人14.610円/子供12.300円 大人9.500円/子供8.000円

※欠食の設定はございません。

　※宿泊されるチームの方はお弁当付きのお申込みとなります。

※前泊【　1月22日（金）】の宿泊が必要な場合はお申し込み時にお知らせください。

（３）貸切バス…　1/23（土）～24（日）貸し切りバス（大型・中型・小型・マイクロ）

貸切バスの駐車場は阿波おどり会館前無料駐車場（予約不可）をご案内。ホテルまで徒歩約15分。

（２）食事…　1/23（土）昼食（お弁当お茶なし）・ホテル夕食

３．貸切バス＆宿泊＆お弁当　チームオリジナルツアーのご案内

　　　設定日…　令和３年１月２３日（土）～２４日（日）
（１）宿泊…　ザ・グランドパレス徳島・アグネスホテル徳島・アグネスホテルプラス

※チームごとに割引料金や地域共通クーポンの利用金額をご案内させて頂きます。

※大会運営上、県外からご参加頂くチームの皆様は全チーム弊社を通じて申し込みをお願い申し上げます。

※お客様が直接ホテルなどを予約された場合、ＧＯＴＯキャンペーン適用外となる可能性があります。

（１）～（３）をお付けした、貸切バス＆宿泊＆お弁当　チームオリジナルツアーをお申込みください。

※各チームごとに旅行代金を算出させて頂きます。

※この旅行はＧＯＴＯトラベルキャンペーン事業の支援対象です。

（３）貸切バス代はチームごとにお見積りさせて頂きます。



2～4名定員 1泊4食付き 大人5.110円/子供4.300円

シングル 〃 大人5.650円

※ホテル、お部屋タイプ（和・洋・部屋割り）、禁煙・喫煙は指定不可です。弊社にておまかせとさせていただきます。
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（２）食事…　1/23（土）昼食（お弁当お茶なし）・ホテル夕食
　　　　　　 1/24（日）ホテル朝食・昼食（お弁当お茶なし）

･下記記載の料金は、包括料金で消費税等諸税が含まれています。

※前泊【　1月22日（金）】の宿泊が必要な場合はお申し込み時にお知らせください。

※添い寝の料金設定がございません。子供は全て同一金額で、お食事も大人と同じものになります。

旅行代金への支援金額 お支払い実費旅行代金（宿泊代金+お弁当）

大人14.610円/子供12.300円

大人16.150円

大人9.500円/子供8.000円

大人10.500円

　※宿泊されるチームの方はお弁当付きのお申込みとなります。

お弁当単品のご注文は宿泊をされないチームだけのお申込みとなります。
※1/23（土）が悪天候の場合は24日（日）が大会1日目となりますので、必ずご宿泊ください。

雨天のため大会が中止になった場合でも、2日間のお弁当は買取となります。予めご了承ください。

地域共通クーポン

2.000円

2.000円

設定

※夕食・朝食はセットメニューで、会場はザ・グランドパレス徳島です。（大人・子供　同じ食事）

※満室の場合は別のホテルをご案内させていただく場合がございます。予めご了承ください。

食事

※アグネスホテル徳島とアグネスホテルプラスにご宿泊の方もザ・グランドパレス徳島にてお食事を準備しています。

※この旅行はＧＯＴＯトラベルキャンペーン事業の支援対象です。

　　　設定日…　令和３年１月２３日（土）～２４日（日）

４．ご宿泊＆お弁当（お茶なし）のご案内

（１）宿泊…　ザ・グランドパレス徳島・アグネスホテル徳島・アグネスホテルプラス

※欠食の設定はございません。

※大会運営上、県外からご参加頂くチームの皆様は全チーム弊社を通じて宿泊予約をお願い申し上げます。

※お客様が直接ホテルなどを予約された場合、ＧＯＴＯキャンペーン適用外となる可能性があります。

（１）と（２）をお付けした、ご宿泊＆お弁当（お茶なし）プランをお申込みください。



　　※会場周辺には飲食施設が少ないので昼食（お弁当）のお申込をお願い致します。

２１日前まで ２０～８日前 ７日～２日前 前日 当日 旅行開始後及び無連絡

無料 20% 30% 40% 50% 100%

※取消料は、ＧＯＴＯキャンペーン適用前の旅行代金（宿泊・お弁当・貸切バス代）を基準として所定の取消料を申し上げます。

※旅行代金（宿泊・お弁当・貸切バス代）から旅行代金への支給金額を引いた「お支払い実費」に対する取消料ではありません。
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※お客様の都合により取消になる場合は、次の取消料がかかります。

※旅行開始後とは宿泊日の午前８時００分を基準とさせていただきます。

６．懇親会　
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、今回は開催を中止することになりました。

２０２２年に皆様にお会いできることを楽しみにしています。

　　※日帰りチームのみ、お弁当単品の注文が可能です。（ＧＯＴＯキャンペーン適用なし）

　　お弁当（お茶無し）…６００円（税込）

５．お弁当単品（日帰りチームのみ申し込み可能）のご案内

ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

※取消後の返金は大会終了後、返金いたします。（振り込み手数料はお客様負担となります。）
　事務処理上、日数がかかりますので予めご了解ください。

雨天のため大会が中止になった場合、1日目のお弁当の受取場所（徳島県内）を相談させて頂きます。

　※雨天のため大会中止となった場合、お弁当単品でご注文頂いたチーム分の取消料はかかりません。

　宿泊されるチームの宿泊・お弁当・貸切バスは買取となります。予めご了承ください。

※1月23日（土）が悪天候の場合は24日（日）が大会1日目となりますので、必ずご宿泊ください。

８．ご旅行条件の要約

※お申込後に変更･取消が生じた場合には、ＦＡＸにて当社まで早めにご連絡ください。

（１）設定日…令和２年１月２３日（土）～２４日（日）２日間

７．取消料について

　　※大会当日の受付はできませんので必ず事前にお申込ください。

★募集型企画旅行契約
この旅行は名鉄観光サービス㈱（愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４―１９　観光庁長官登録旅行業
　５５号以下「当社」という）が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画
旅行契約を締結することになります。また、契約の内容・条件とは各プランごとに記載されている条件
のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面及び当社募集型企画旅行契約の部によります。

　★旅行の申し込み及び契約成立
　所定の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又は郵送にてお申し込み下さい。また指定の期日までに
　旅行代金をお振込みください。本大会は組織募集であり、主催者が確定しているため、旅行契約はお申
し込み金なしであっても、お申込み書面を頂いた時点で成立するものとします。最少催行人員１名。
この旅行条件は令和２年１０月１９日現在を基準としています。
　
　★旅行代金に含まれるもの
　各プランの旅行日程に明示されたお弁当代、募集型企画旅行保険料、および消費税が含まれます。
なお、行程に含まれない交通費等諸費用および個人的費用は含みません。
添乗員は同行いたしません。

　★個人情報の取扱いについて
　1　大会参加申込に際にご提出いただいた個人情報については参加者との連絡の為に利用します。
　2　大会参加とあわせて当社募集型企画旅行にお申込の場合は運送・宿泊機関等の提供する
　　　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
　　　機関等に提供いたします。
　3　上記の他、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。

種別

無料 前日10:00以降　100％お弁当単品（日帰りチームのみ）

貸切バス＆宿泊＆お弁当



受付No.

フリガナ フリガナ
チーム名 申込者

連絡先
携帯番号

メールアドレス

子供（女子）

都道府県名：

貸切バス＆宿泊＆お弁当チームオリジナルツアーのご案内

申込日　　　月　　　　日

第3回ササクラスポーツプレゼンツ　蜂須賀旗争奪徳島大会

大人（女性）

申込者連絡先

住　所
〒            -

ＴＥＬ： ＦＡＸ：
ＴＥＬ：

■申込 1/２３（土）
貸切バス・宿泊・お弁当 子供（男子） 大人（男性）

名1泊2食　　2～4名定員 名 名 名
1泊2食　シングル 名 名

名合計 名 名 名

1/23（土）

1/24（日）

■利用交通期間　※○で囲んでください。※出発地からの貸切バスのお申し込みも受け付けております。
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■行程
例（チームご指定地5：00→休憩→大会会場8：00～17：00→ホテルグランドパレス）

例（ホテルグランドパレス7：00→大会会場7：30～15：00→休憩→チームご指定地18：00）

１/２４（日）

■弁当申込

設定日

徳島までの利用交通機関
貸切バス（大型・中型・小型・マイクロバス／台数　　　台）
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／台数　　　　　台）

１/２３（土）

到着予定日 １月　　日　（　）　　（ホテル・試合会場）

　空きスペースに行程をご記入ください。

弁当(お茶無し)個数 個 個

総合計 名

申込先

JATA正会員 観光庁長官登録旅行業第55号 ボンド保証会員

名鉄観光サービス株式会社 徳島支店 旅行業務取扱管理者 朝野比呂司 中四国

「第３回 ササクラスポーツプレゼンツ 蜂須賀旗争奪徳島大会 」
担当：齋藤／小出／岸本

〒770-0904 徳島市新町橋２－１０－１ 徳島眉山第一生命ビル

ＴＥＬ：０８８－６２２－１２０３ ＦＡＸ：０８８－６２２－１１５７

営業時間：平日９：００～１７：００(土曜日・休日・祝日・年末年始は休み) ※土・日・祝日・年末年始の連絡は翌営業日となります。



受付No.

フリガナ フリガナ

チーム名 申込者

連絡先
携帯番号

メールアドレス

子供（女子）

ご宿泊＆お弁当（お茶なし）のご案内

大人（女性）大人（男性）宿泊・お弁当

申込日　　　月　　　　日

1/２３（土）

第3回ササクラスポーツプレゼンツ　蜂須賀旗争奪徳島大会

子供（男子）

申込者連絡先

都道府県名：

ＴＥＬ：

〒            -

ＴＥＬ： ＦＡＸ：

■申込

住　所

名 名名 名1泊2食　　2～4名定員

名1泊2食　シングル 名
名合計 名 名 名

■利用交通期間　※○で囲んでください。※出発地からの貸切バスのお申し込みも受け付けております。
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徳島までの利用交通機関

１月　　日　（　）　　（ホテル・試合会場）

総合計 名

到着予定日

個 個弁当(お茶無し)個数

貸切バス（大型・中型・小型・マイクロバス／台数　　　台）

設定日

■弁当申込

乗用車（台数　　　　台）　　　その他　

１/２３（土） １/２４（日）

申込先

JATA正会員 観光庁長官登録旅行業第55号 ボンド保証会員

名鉄観光サービス株式会社 徳島支店 旅行業務取扱管理者 朝野比呂司 中四国

「第３回 ササクラスポーツプレゼンツ 蜂須賀旗争奪徳島大会 」
担当：齋藤／小出／岸本

〒770-0904 徳島市新町橋２－１０－１ 徳島眉山第一生命ビル

ＴＥＬ：０８８－６２２－１２０３ ＦＡＸ：０８８－６２２－１１５７

営業時間：平日９：００～１７：００(土曜日・休日・祝日・年末年始は休み) ※土・日・祝日・年末年始の連絡は翌営業日となります。



参加者名簿

フリガナ フリガナ
チーム名 申込者名

№ 性別 お部屋タイプ希望（大人のみ）

男　　名 定員（男　　　名／女　　名） 子供（男　　　　　　名／女　　　　　　名）
女　　名 ｼﾝｸﾞﾙ（男　　　名／女　　　名） 大人（男　　　　　　名／女　　　　　　名）

記入欄が足りない場合はコピーをしてご利用ください。 監督・コーチ（男　　　名／女　　　名）
Ｐ5.Ｐ6の申込書と参加者名簿を合わせてお送りください。 バスドライバー　　   名

備考　
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合計
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定員・シングル

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー
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定員・シングル

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

定員・シングル

定員・シングル

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー
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第3回ササクラスポーツプレゼンツ　蜂須賀旗争奪徳島大会

定員・シングル

3

トクシマ　タロウ
定員・シングル

都道府県名

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

定員・シングル

定員・シングル

定員・シングル

定員・シングル

定員・シングル

定員・シングル

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

定員・シングル

定員・シングル

定員・シングル

定員・シングル

定員・シングル

定員・シングル

定員・シングル

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー

いずれかに○

定員・シングル

2

1
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例

子供　・　大人　・　監督　・　コーチ　・　バスドライバー
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16
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10

11

15

13

12
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男
徳島　太郎

氏　　名



１.この旅行はＧＯＴＯトラベルキャンペーン事業の支援対象です。

２.旅行代金（宿泊・お弁当・貸切バス代）からＧＯＴＯトラベル事業による支援金額を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。

３.支援金額の受領について

国からの支援額はお客様に対して支給されます。当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、

お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払い頂きます。

なお、お取消しの際は、旅行代金（宿泊・お弁当・貸切バス代）を基準として所定の取消料を申し受けます。

旅行代金（宿泊・お弁当・貸切バス代）から旅行代金への支給金額を差し引いた「お支払い実費」に対するキャンセル料ではありません。

お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申込みください。

４.今後の感染状況に応じて「緊急事態宣言」や「地域除外」があった場合は、給付金を受けられない場合があります。

５.ＧＯＴＯトラベルキャンペーンでは公費での遠征については対象外となる場合がございます。

大変恐れ入りますが、公費でご精算をされる場合には割引前の設定よりご選択ください。

参加者名簿の備考欄に記入をお願いいたします。

６.地域共通クーポンご利用方法

◎地域共通クーポンとは？

旅行先でのお買い物、お食事、アクティビティ、移動などに幅広くお使いいただけるクーポンです。

◎宿泊地（徳島県）＋隣接都道府県（徳島県の隣接都道府県は香川県・愛媛県・高知県・兵庫県・和歌山県）です。

旅行期間中【令和３年１月２３日（土）・２４日（日）】に限りご利用可能です。

◎今回お渡しするのは紙クーポン（1.０００円単位）です。お釣りはでません。

◎当日大会受付時にお渡しします。（人数に変更がある場合はお渡しできる枚数が異なります。）
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８．ＧＯＴＯトラベルキャンペーンについて


