役員・審判用

令和 4 年度 第 30 回全国中学生空手道選手権大会
兼 燃ゆる感動かごしま国体空手道競技リハーサル大会
＜宿泊のご案内＞
「令和 4 年度 第 30 回全国中学生空手道選手権大会 兼 燃ゆる感動かごしま国体空手道競技リハー
サル大会」が鹿児島県薩摩川内市にて開催されますことを、心より歓迎申し上げます。ご参加の皆様
方の便宜を図る為、JTB 鹿児島支店が宿泊のお取扱いをさせていただきます。皆様方のお申込みをス
タッフ一同お待ちいたしております。
㈱ＪＴＢ鹿児島支店
■宿泊のお申込みについては、別紙お申込用紙にご記入の上、FAX にてお申込みください。
FAX：092－751－4098
宛先：株式会社 JTB ビジネストランスフォーム 九州中国四国 MICE センター
「令和 4 年度 第 30 回全国中学生空手道選手権大会」係
１． 大会会場について
■会場
：薩摩川内市総合運動公園総合体育館 サンアリーナせんだい
■所在地 ：〒895-0214 鹿児島県薩摩川内市運動公園町 3030 番地
■電話番号：0996-25-8282
■アクセス：【タクシー】川内駅から約 15 分
【お車】
薩摩川内都 IC から約 15 分、薩摩川内水引 IC から約 15 分
【バス】
川内駅から くるくるバスで約 30 分
※サンアリーナせんだい URL
https://satsumasendai.or.jp/pages/69/
※くるくるバス URL
http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1155617544843/index.html
２． ご宿泊について
■宿泊設定日：2022 年 8 月 26 日（金）
、8 月 27 日（土）
■ご旅行代金：別表の宿泊施設リストをご確認ください。
お 1 人様 1 泊あたり料金の設定となります（サービス料・税込）。
■食事条件：1 泊朝食付プラン
朝食 1 回 昼食 0 回 夕食 0 回
■添乗員：同行しません。宿泊確認書を宿泊施設にご提示の上、各自チェックインをお願いいたします。
代替手配が必要となった場合もその代替手配はお客様自身で行っていただきます。

■最少催行人員：1 名
■その他
※個人勘定（駐車場代）及びこれに伴うサービス料金と諸税は、各自ご清算願います。
※繁忙期につき、ホテルが大変混み合っておりますので早めのお申込みをお願いします
※禁煙/喫煙室についてはリクエストで承ります。申込書の備考欄にご記入ください。
※記載のホテルの客室には基本バス・トイレの設備があります。
※食事が不要の場合でもオリジナルプランのため、ご返金は出来ません。（権利放棄となります）
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■日程表
日次

1

2

３

月日曜

行程

食事

ご自宅または前泊地または各地 ‥（各自移動、交通費お客様ご負担）‥‥ 各宿泊施設

8/26

朝：－

【薩摩川内市】

(金)

昼：－
夕：－

ご自宅または前泊地または各地 ‥（各自移動、交通費お客様ご負担）‥‥ 各宿泊施設

8/27

朝：○

【薩摩川内市】

(土)

昼：－
夕：－

各宿泊施設 ‥（各自移動、交通費お客様ご負担）‥‥ ご自宅または各地

8/28

朝：○

【薩摩川内市】

(日)

昼：－
夕：－

■宿泊先リスト
市町村

申込
番号

ホテル名

部屋タイプ

食事条件

8月26日
旅行代金

8月27日
旅行代金

会場所要時間

A

S CUBE HOTEL by SHIROYAMA

シングル

1泊朝食

8,500円

9,500円

車15分

B

ホテルルートイン薩摩川内

シングル

1泊朝食

9,800円

9,800円

バス25分、車15分

薩摩川内市

※S CUBE HOTEL by SHIROYAMA は全室禁煙（館内喫煙所有り）
■宿泊マップ
≪JR 川内駅周辺≫
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３.

お弁当について
※当社はお弁当の代行受付を承っております。（旅行契約ではありません）
設定日：2022 年 8 月 27 日（土）
・8 月 28 日（日）
お弁当料金（1 個あたり）
：900 円（税込・お茶付き）※日替り
※お弁当は大会会場にて配布いたします。
お受取後は早めにお召し上がりください。
※弁当殻等は弊社にて回収いたします。
（15 :00 頃予定）
※当日販売は行いませんので予めご了承ください。
※変更期限は 8 月 26 日(金)17：00 までとさせて頂きます。ご変更・取消は必ず受付個所に
ご連絡をいただき変更・取消しを承ります。FAX、メールにてご連絡ください。
○8 月 26 日 17:00 以降緊急連絡先：JTB 鹿児島支店 担当：佐藤 080-1794-1167
※お弁当は旅行契約ではありません。お弁当の個数減少については、取引先との取り決めにより
下記の取消料を申し受けます。
取消料
お弁当お渡し日の 2 日前までの解除

無料

お弁当お渡し日の前日以降の解除

100％

※営業時間外の変更・取消のご連絡については、翌営業日の取扱いとなりますので、ご注意ください。

４. お申込方法
宿泊・弁当のお申込みは、FAX にてお申込みください。
お申込み開始日時：2022 年 6 月 10 日（金）10 :00
FAX
092－751－4098
５.

申込締切日

※期限厳守でお願いいたします。

➀宿泊申込
：2022 年 7 月 15 日（金）17 :00 まで
➁御弁当申込 ：2022 年 7 月 15 日（金）17 :00 まで
６．お支払いについて
請求書、各種確認書をご指定の住所へ送付いたします。請求書が到着次第、8 月 5 日（金）までにお
振込みをお願いします。
（振込手数料はご負担願います。） お振込先は請求書送付の際にご案内いた
します。変更・取消にてご返金が生じた場合には、ご旅行条件書（全文）に規定の期日までに、振込
みにてご返金となります、ご了承ください。
７．宿泊の変更・取消について
お申込み同様、口頭での変更・取消は承ることができません。FAX にてお願いいたします。
お申込み後にご予約を取消しされる場合、1 泊１名様あたりに下記の取消料がかかります。
取消後のご返金は、取消料を差し引き、大会終了後に返金先口座へお振込みいたします。
【宿泊取消料】
契約解除の日
1)6日目にあたる日以前の解除
旅行開始

取消料(おひとり様)
無

日の前日 2)5日目にあたる日以降の解除
から起算

料

取消人員14名以下の場合
(3～5を除く)

してさか

無料
取消人員15名以上の場合
旅行代金の20%

のぼって 3)3日目にあたる日以降の解除
(4～5を除く)
4)当日の解除(5を除く)
5)旅行開始後の解除または
無連絡不参加

旅行代金の20%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

※営業時間外の変更・取消のご連絡については、翌営業日の取扱いとなりますので、ご注意ください。
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８. 旅行企画・実施 お申込み・お問い合わせ先
【受託販売】＜お問い合わせ・お申し込み＞
東京都知事登録旅行業第 3-7539 号

【旅行企画・実施】
株式会社 JTB 鹿児島支店
〒892-0847
鹿児島市西千石町 11-25 フコク生命ビル 5F
観光庁長官登録旅行業 第 64 号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

株式会社 JTB ビジネストランスフォーム
九州中国四国 MICE センター
「令和 4 年度 第 30 回全国中学生空手道選
手権大会」係
〒810-0072
福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル 5F
TEL：092－751－2102
FAX：092－751－4098
営業時間：月曜～金曜 10:00～17:00

土・日・祝祭日は休業

総合旅行業務取扱管理者：入江

敬

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
の取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説
明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取
扱管理者にご質問ください。

4

旅行条件書（全文）をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、お申込みください。

ご旅行条件書（要約）＜宿泊プラン用＞
●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）JTB 鹿児島支店（鹿児島県鹿児島市西千石町 11-25 フコク生命ビル 5 階 観光庁長官登録旅行業第６４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、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表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。

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）必要事項をお申し出のうえ、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内にお申し込み内容を確認
のうえ、申込金の支払をしていただきます。
（３）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。
（４）お申込金（おひとり） 旅行代金全額

●旅行代金のお支払い
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（お申し込みが間際の場合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
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(おひとり様)

1)6日目にあたる日以前の解除
旅行開始

無

料

取消人員14名以下の場合

日の前日 2)5日目にあたる日以降の解除
から起算

(3～5を除く)

してさか

無料
取消人員15名以上の場合
旅行代金の20%

のぼって 3)3日目にあたる日以降の解除
(4～5を除く)
4)当日の解除(5を除く)
5)旅行開始後の解除または
無連絡不参加

旅行代金の20%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

＊貸切船舶を利用する旅行については、上記の表によらず、コースページ内に記載する取消料に拠ります。

●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（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、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
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個又は 1 対あたり１０万円を限度とします。）

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
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。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。ま
た取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
（１）

通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。また申込時には「会員
番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。

（２）

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
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、販売店の係員にお問合せください。

●事故等のお申出について
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、又は、お申込店にご通知ください。（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。）

●個人情報の取扱について
当社及び販売店は、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及びそれらのサービスの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。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2022 年 6 月 1 日を基準としています。又、旅行代金は 2022 年 6 月 1 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。
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