
中国中学校バドミントン選手権大会
宿泊 ・ 弁当 のご案内

期間 平成２９年８月３日（木）～８月５日（土）
会場 維新百年記念公園内 スポーツ文化センター

旅行企画・実施 山口支店

観光庁長官登録旅行業第38号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員

〒754-0014 山口市小郡高砂町3-26 ナガオビル6F
TEL 083-972-5454  ・ FAX 083-972-5464

営業時間：平日 09：00～18：00
（土・日曜・祝日はお休みさせていただいております。）

[主担当者] 花田 秀次 （不在の折は、齊藤までお願いします。）
総合旅行業務取扱管理者 神田 道則

スポーツ文化センター（アリーナ）

第38回

維新百年記念公園 全体図



歓迎のごあいさつ

謹啓 皆様には益々御健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、この度「第３８回中国中学校バドミントン選手権大会」を、この山口県

山口市で開催されるはこびとなりましたことを、心からお慶び申し上げます。

山口県中学校体育連盟様のご指導によりまして、この大会にご参加されます

皆様の宿泊・弁当を私共東武トップツアーズ（株）山口支店がお世話させて

いただくことになりました。

私共、山口支店職員一同総力を挙げて、これに取り組み、すべての面において

万全の準備をいたし、ご満足のいただける大会でありますよう誠心誠意努める

所存でございます。

職員一同、皆様方のご来県を心からお待ち申し上げます。

東武トップツアーズ株式会社 山口支店

支店長 神 田 道 則



日程及び会場
■日程 平成２９年８月３日（木） 開会式 １６：００～

８月４日（金） ＜団体戦＞
競技開始 ９：００～

８月５日（土） ＜個人戦＞
競技開始 ９：００～
閉会式 １４：００～

■会場案内 維新百年総合記念公園（スポーツ文化センター）
【所在地】
〒753-0815 山口市維新公園4-1-1
【アクセス】
●JR新山口駅新幹線口から車20分
●JR新山口駅新幹線口県庁方面行きバス30分

（維新公園前下車）すぐ
●中国自動車道 小郡ＩＣから車で10分

大会会場アクセスマップ



１.宿泊のご案内
（１）宿泊期間

◆監督・選手・応援者・保護者 平成29年8月3日（木）および平成29年８月4日（金） ２日間
※大会期間以外（前泊・後泊）のご宿泊も手配いたしますので、お問合せください。

（２）宿泊施設 別表のタイプをご参照の上、お申込みください。
尚、ご宿泊先は実行委員会様とご相談の上、配宿させていただきますのでご了承ください。

最寄駅
（徒歩時間）
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各種大浴場・露天風呂完備
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宿泊施設料金一覧表

¥13,000

１０分

湯田温泉駅（１０分）

１０分¥12,000 湯田温泉駅（１０分）

湯田温泉駅（１２分）

湯田温泉駅（１２分）

１０分

（1） 宿泊料金は、1泊２食付（税・サービス料込）のお1人様料金です。
子供料金の設定はございません。

（2） 申込書への記入は、「A」などの申込記号で記入してください。
（3） 同室を希望される方は、必ず申込書の「同室者名」の欄に記入してください。
（4） 宿泊施設は人数に制限がありますので、満室になりましたら希望以外の施設、または、

上記以外の宿泊施設に変更させていただく事がありますのでご了承下さい。
（5） ホテルの朝食が不要の場合でも払い戻しは出来ませんのでご了承下さい。
（6） 宿泊施設の位置等は、「宿泊ホテルのご案内」にてご確認下さい。
（7） 和室を定員以下でご利用の場合は追加料金が発生します。詳細については、弊社までお問合せください。
（8） 最少催行人員 1名 添乗員は同行いたしません。

２.昼食弁当のご案内
大会期間中、お弁当のご予約を承っております。
お弁当のみのご予約も受付いたします。希望個数を申込書にご記入ください。
（1） 弁当料金 1食に付き８００円 （消費税込、お弁当のみです）
（2） 弁当予約日 平成29年8月4日（金）、8月5日（土）
※各日異なった内容にてご用意いたします。
※会場内には飲食施設はございません。 また、徒歩圏内のお店は限られておりますので、ご予約をお勧め致します。
※当日の販売はございません。
※弁当引換時間は11：30～13：00までとし、それ以降は衛生管理上無効となります。



３.宿泊・弁当のお申込方法について
別紙お申し込み用紙に必要事項をすべてご記入の上、東武トップツアーズ㈱山口支店にお申し込み下さい。

※必要事項を記入。FAX又は郵送にて送信。
（注） 二重申込を防ぐ為、FAX・郵送どちらか
一方でお願いします。

申込書

各お申込み代表者宛に回答書、弁当引換券、ご請求書送付

請求書到着後、最寄の金融機関より振込みをお願いします。

〒754-0014 山口市小郡高砂町3-26 ナガオビル6F
東武トップツアーズ㈱山口支店

『第３４回 中国中学校バドミントン選手権大会』係
TEL 083-972-5454
FAX 083-972-5464

大会担当者 花田・齊藤

送

付

先

お振込み先 山口銀行 小郡支店
口座番号 （普通預金） ６４５６７２４
加入者名 東武トップツアーズ株式会社 山口支店

※恐れ入りますが、振込手数料は各自ご負担下さい。

振

込

先

（1） 電話によるお申し込みは受付いたしません。（トラブルの原因となりますのでご理解下さい。）
（2） 受付後、宿泊確認書、お弁当引換券、ご請求書を７月３１日（月）前後に送付いたします。

・宿泊確認書・・・・・ホテル到着の際、フロントへお渡し下さい。
・お弁当引換券・・・・・会場にて、弁当と引換に係員にお渡しください。

（3） 申込締切後、書類の整理及び発送に相当の日数を要しますので、出来るだけ早めにお申し込み
くださいます様お願いいたします。

（4） 同一チームで、多数ご参加される場合は、まとめて参加申込書にご記入の上ご送付下さい。
（5） 代金のお振込みは７月２６日（水）までにお願いいたします。

領収証の発行は、ご希望の方のみ発行させていただきます。
＜銀行振替の控えが税法上、正規の領収証として認められています。＞

＊領収証がご必要な場合は、回答書類に同封します専用の発行依頼書に記入いただき、ファックスください。
お振込みを確認させていただいた後、郵送させていただきます。

◆ 宿泊は、東武トップツアーズ㈱山口支店が企画・実施する「募集型企画旅行」です。
◆ 弁当のみご利用の方は、旅行契約には該当いたしません。

【７月３１日（月）前後に送付】
請求書のみ７/２６にＦＡＸします

申込締切日
７月２５日（火）

ご入金期限
７月２８日（金）



４.お申込後の取消・変更について
取消・変更については原本を訂正（見え消し）し、東武トップツアーズ㈱山口支店まで送付ください。
※電話での取消・変更は一切受付いたしません。ファックスにて書面でお願いいたします。
※取消・変更の書面送付後、必ず送信者の方が着信確認の電話を入れて下さい。
※申込者の都合で、予約を取消される場合は、規定の取消料金をいただきます。

（取消料は下記一覧表をご参照下さい。）
※取消料の対象は、申込者の都合による氏名、宿泊日、宿泊人数、弁当の取消に限ります。
※チェックイン後の取消・変更については、宿泊者本人が直接指定宿舎にお申し出下さい。

（取消の場合は、規定の取消料金がかかります。）
※取消日とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に、お申し出いただいた日とします。

（支店の営業日・営業時間は旅行条件書にてご確認下さい。）

（１） 宿泊
お申し出時期 取消料

宿泊日の8日前まで 無 料
宿泊日の7日前から2日前（前々日まで） 宿泊料金の20％

宿泊日の前日 宿泊料金の40％
宿泊日の当日の解除 宿泊料金の50%

無連絡（不泊） 宿泊料金の100％

（２） 弁当
お申し出日 取消料

利用日の前日午後12:00まで 無 料
それ以降 弁当代金の100％

※ご宿泊当日午後１２時までに当支店または宿泊施設に取消し連絡の無い場合は無連絡（不泊）ととして取り扱い、
１００％の取消し料を申し受けます。
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宿泊施設のご案内 書類送付時に各施設案内を同封致します
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