令和４年度全国中学校体育大会 第５２回全国中学校バスケットボール大会

宿泊・昼食弁当 申込要項
この度は、第５２回全国中学校バスケットボール大会のご出場、誠におめでとうございます。本大会開催にあたり、弊社
名鉄観光サービスにて、皆さまの宿泊施設・弁当等の手配・申込受付を担当させていただくことになりました。つきましては、
申込要項として下記の通りご案内させていただきますので、ご査収の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

1

基本方針

第５２回全国中学校バスケットボール大会の宿泊・昼食弁当の確保を万全に期することを目的とし、次のように定めます。
（１）宿泊・弁当等の取扱いにつきましては、全国中学校体育大会北海道大会実行委員会（以下「実行委員会」という）の
基本方針に従って実施します。
（２）この要項の適用対象者（以下「大会参加者」という）は、第５２回全国中学校バスケットボール大会に参加する登録選手・
チームスタッフ・役員（視察員も含む）とします。登録選手・チームスタッフについては、大会要項により正規に認められた
者とします。
（３）大会参加者の宿泊施設は指定宿舎とします。指定外の宿泊施設の利用は原則として認められません。指定宿舎以外の
宿泊施設を利用の場合、緊急時通達ができず、また必要書類の受け渡しができないことが予想されます。尚、指定した
宿舎の変更は原則として認めません。
（変更によって生じた紛議や損失は、任意に宿泊を変更した者がその責任を負うことになります。）
（４）宿泊・昼食弁当に関しては、実行委員会が指定した「名鉄観光サービス㈱札幌支店」（以下「全中バスケ宿泊デスク」）
が担当します。必ず全中バスケ宿泊デスクを通じて申込を行って下さい。
（５）宿泊中の選手等に風紀上、悪影響が及ばないように教育的配慮をします。

2

取扱期間

令和４年８月１９日（金）～８月２３日（火）の５日間（大会前日と閉会後の宿泊を含みます）
※大会期間は８月２０日（土）～８月２３日（火）です。
※但し、災害等特別な事由が生じた場合は、別途考慮します。

3

宿泊について

宿泊は名鉄観光サービス㈱が企画・実施する「募集型企画旅行」となります。

（１）宿泊設定日：令和４年８月１９日（金）～８月２３日（火） ５泊
設定日以外の宿泊をご希望の場合は、「全中バスケ宿泊デスク」までお問合せ下さい。
（２）旅程表：
出発日

…
帰着日

出発地（ご自宅）…（各自移動※）…各宿泊施設（泊）

朝× 昼× 夕△

各宿泊施設…（各自移動）…各宿泊施設（泊）

朝○ 昼× 夕△

各宿泊施設…（各自移動※）…帰着地（ご自宅）

朝○ 昼× 夕×

夕食は１泊２食付のみ

※「航空機計画輸送」にお申込みいただいた地区は、弊社が利用する計画輸送便を利用して移動をしていただきます。
（３）最少催行人員：１名様より催行いたします。
（４）添乗員：同行いたしません。

（５）旅行代金（＝宿泊代金）：お一人様あたり／税金・サービス料込
宿泊施設については、次ページの【宿泊施設一覧（大会参加者用）】の通りとします。
宿泊クラス

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

旅行代金
（１泊２食）

１４，０００円

１３，０００円

１２，０００円

１１，０００円

欠食控除（夕食）

夕食欠食を希望された場合は、上記旅行代金から一律１,５００円引きとします。
（欠食の受付は申込時の事前申出に限ります）

欠食控除（朝食） 朝食欠食の控除はありません。
※原則として１泊２食付で対応できる宿泊施設を大会参加者の宿舎としてご用意しておりますが、曜日によっては
レストランが休業となる宿舎が一部ございます。該当する日はケータリング（お弁当）を用意します。
（６）宿泊条件
①宿泊施設および客室タイプを指定してのお申込はできません。希望の宿泊クラス（Ａ～Ｄ）にてお申込み下さい。
※申込記号は必ず第２希望までご選択下さい。
②お部屋タイプは洋室（シングル・ツイン・トリプル定員利用）または和室・和洋室（１～３名利用）となります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、「１室３名まで」かつ「１人２.５畳以上の確保」を基準に
お部屋を用意させていただきます。
③宿泊施設は、接触の機会を出来得る限り削減するため、「男女別に設定」します。男女両方が出場する学校でも
同じ施設での宿泊希望はお受けできませんので、あらかじめご了承下さい。
④宿泊施設により、複数チームが宿泊する場合があります。食事等は時間交代制となる場合があります。ご了承下さい。
⑤チェックインは１５：００以降、チェックアウトは１０：００までを原則とします。それ以前・以後のご利用は追加費用がかかる
場合がございます。
⑥駐車場のご利用条件（料金等）は宿泊施設によって異なります。近隣のコインパーキングや有料駐車場をご利用いただく

場合もございます。宿泊施設決定後に各施設へ直接お問い合わせください。
⑦空室状況によっては、禁煙ルーム以外のお部屋が割り当てになる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
（消臭対応となる場合がございます。）
（７）配宿について
①配宿は実行委員会と協議の上行います。登録選手およびチームスタッフの宿泊は、予選リーグ組み合わせ抽選結果や

試合時間等を配慮いたしますが、希望する宿泊クラスの宿泊施設の収容人員が満室に達した場合は、希望以外の
宿泊クラスの宿泊施設に配宿となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
②配宿は登録選手およびチームスタッフを優先します。
③配宿の結果は、予選リーグ組み合わせ抽選結果を踏まえ、８月１２日（金）をめどにメールにて通知します。
④やむを得ない事情により、設定以外の宿泊施設に配宿させていただく場合があります。あらかじめご了承下さい。
（８）チーム応援団／（保護者（小児含む）および登録外選手、同校教職員の宿泊について
本大会が安全に運営されるために、大会参加者ができ得る限り接触の機会を減らし、競技会場へのアクセスや食事等を
考慮して設定した条件の良い宿泊施設に多くの大会参加者が宿泊していただくため、保護者（小児含む）および登録外選手、

同校教職員は別の宿泊施設に分かれてご宿泊いただきますよう、お願いします。
①大会参加者とは別にチーム関係者用の宿泊施設をご用意しています。
（別ページの【宿泊施設一覧（チーム応援団用／保護者（小児含む）および登録外選手、同校教職員）】にてご確認下さい。）

②「保護者・登録外選手・同校教職員専用宿泊申込サイト」からお申込みいただけます。下記ＵＲＬまたは
右記ＱＲコードからアクセスしてお申込みください。（旅行条件等は必ずご確認の上、お申込み下さい）
保護者用URL

https://www.mwt-mice.com/events/zenchu2022bb-hokkaido-hogosha

※申込時に宿泊施設を選択して予約確定・お支払いができます。確保室数に達したら終了となります。
※お支払いはクレジットカード決済（通信決済）のみとなります。ご了承の上、お申し込み下さい。
※本大会出場が決定する前の事前確保はご遠慮下さい。

保護者および
登録外選手、
同校教職員用

③「保護者・登録外選手・同校教職員専用宿泊申込サイト」の宿泊申込締切は８月１４日（日）２３時５９分までとします。
④申込後の変更・取消をする場合は、所定の取消料を申し受けます。（「７.変更・取消について」をご確認下さい。）

宿泊施設一覧（大会参加者用／登録選手およびチームスタッフ）
各ホテルの位置は別ページの「競技会場・宿泊施設案内図（全体／札幌市内中心部拡大図）」でご確認下さい。
ク
ラ
ス

宿泊施設名
宿泊地

お部屋
タイプ

（下段は交通アクセス）
★印は大浴場あり

専用宴会場
バイキング

約４km（車で１３分）

札幌駅前 ニューオータニイン札幌

シングル
ツイン・トリプル

６：３０～

札幌駅前 ホテルマイステイズ札幌アスペン

シングル
ツイン・トリプル

６：３０～

個室宴会場
卓盛料理

約５km（車で１５分）

札幌駅前 ホテルマイステイズ札幌駅北口

シングル
ツイン・トリプル

６：３０～

レストラン入替
バイキング

約５km（車で１５分）

中島公園 札幌エクセルホテル東急

シングル
ツイン・トリプル

６：３０～

専用宴会場
バイキング

約２.５km（車で９分）

大通公園 ホテルリソルトリニティ札幌★

シングル
ツイン・トリプル

６：４５～

レストラン入替
セットメニュー

約４km（車で１２分）

大通公園 テンザホテル＆スカイスパ・札幌セントラル★

シングル
ツイン・トリプル

６：３０～

レストラン
セットメニュー

約４km（車で１３分）

すすきの レンブラントスタイル札幌

シングル
ツイン

６：３０～

レストラン
バイキング

中島公園 ホテルリソル札幌中島公園

シングル
ツイン・トリプル

６：４５～

レストラン
セットメニュー

約２.５km（車で９分）

シングル
ツイン・トリプル

６：１５～

専用宴会場
バイキング

約１０km（車で２５分）

シングル
ツイン・トリプル

６：５０～

レストラン予定
バイキング

約１６km（車で４５分）

札幌駅前 中村屋旅館★

和室
（１～３名）

７：００～

宴会場
セットメニュー

約４.５km（車で１５分）

大通公園 札幌クラッセホテル

シングル
ツイン・トリプル

６：３０～

レストラン入替
卓盛料理※４

約４km（車で１３分）

豊水 スマイルホテルプレミアム札幌すすきの
すすきの 地下鉄豊水すすきの駅（１番出口）より徒歩１分

シングル
ツイン

６：３０～

レストラン入替
バイキング

約２.５km（車で９分）

中島公園 クインテッサホテル札幌

シングル
ツイン・トリプル

６：３０～

レストラン
バイキング

約２.５km（車で９分）

シングル
ツイン・トリプル

６：３０～

個室宴会場
卓盛料理

約１８km（車で４０分）

すすきの 天然温泉プレミアムホテル-ＣＡＢＩＮ-札幌★

シングル
ツイン・トリプル

６：３０～

レストラン入替
セットメニュー

約３.５km（車で１０分）

豊水 ホテルロンシャンサッポロ
すすきの 地下鉄豊水すすきの駅（５番出口）より徒歩３分

シングル
ツイン・トリプル

６：４５～

レストラン入替
セットメニュー

約２.５km（車で９分）

シングル
ツイン

６：１５～

レストラン入替 約４km（車で１３分）
バイキング※４ 約４.５km（車で１５分）

シングル
ツイン・トリプル

６：１５～

専用宴会場 約８km（車で１７分）
バイキング予定 約１０km（車で２５分）

地下鉄さっぽろ駅（１２番出口）より徒歩２分

地下鉄中島公園駅（２番出口）より徒歩３分

地下鉄大通駅（3番出口）より徒歩１分

地下鉄大通駅（１番出口）より徒歩８分

地下鉄すすきの駅（４番出口）より徒歩５分

地下鉄中島公園駅（２番出口）より徒歩１分

ホテルエミシア札幌

新札幌 JR新札幌駅より徒歩３分
地下鉄新札幌駅（９番出口）より徒歩１分

茨戸

シャトレーゼ ガトーキングダムサッポロ★
地下鉄麻生駅より車で２０分

地下鉄さっぽろ駅（地下街ｱｽﾃｨ出口）より徒歩７分

地下鉄大通駅（１番出口）より徒歩８分

地下鉄中島公園駅（２番出口）より徒歩３分

北広島 札幌北広島クラッセホテル★
JR北広島駅より車で８分

地下鉄すすきの駅（４番出口）より徒歩７分

Ｄ

上段：きたえーる
下段：北ガスアリーナ

６：３０～

地下鉄さっぽろ駅（１２番出口）より徒歩１分

Ｃ

会場までのアクセス※１

シングル
ツイン・トリプル

地下鉄さっぽろ駅（２２番出口）より徒歩１分

Ｂ

夕食
（会場・内容等）
※２

札幌駅前 ホテルグレイスリー札幌

地下鉄さっぽろ駅（地下街読売ビル出口）より直結

Ａ

朝食開始
時間 ※３

白石

ホテルルートイン札幌白石★

川沿

アパホテル＆リゾート＜札幌＞★

ＪＲ白石駅（北口）より車で５分

地下鉄真駒内駅（南口）より車で１０分

約１.５km（車で５分）

レストラン入替 約３.５km（車で１０分）
バイキング予定 約１.０km（車で３分）

約２km（車で７分）

約２km（車で７分）

約３.５km（車で１０分）

約２km（車で８分）

約２.５km（車で９分）
約３km（車で９分）
約３km（車で９分）

約３.５km（車で１０分）

約１２km（車で３０分）

約１３km（車で３５分）

約２km（車で９分）

約２.５km（車で９分）

約２km（車で８分）

約３.５km（車で１０分）

約２１km（車で４５分）

約３km（車で９分）

約２km（車で８分）

※１ 宿泊施設から競技会場までの所要時間は車で移動した場合の目安です。（交通状況により変わる場合があります）
※２ 食事会場の表記は下記の通りです。（感染状況等により変更となる場合があります。ご了承下さい。）
個室宴会場／チームのみでご利用できる宴会場

専用宴会場／本大会出場校のみが利用できる宴会場（他校とは共用）

レストラン／ホテル内レストラン（宿泊客全員が共用・座席数によっては時間ごとに入替制となります）
※３ 朝食時間は感染状況や宿泊施設側の事情等により、変更となる場合がございます。ご了承下さい。
※４ ８月２１日（日）のみレストランが休業のため、夕食がケータリング（お弁当）方式となります。

宿泊施設一覧（チーム応援団用／保護者（小児含む）および登録外選手、同校教職員）
各ホテルの位置は別ページの「競技会場・宿泊施設案内図（全体／札幌市内中心部拡大図）」でご確認下さい。
宿泊施設名
宿泊地

（下段は交通アクセス）
★印は大浴場あり

お部屋
タイプ

（１泊朝食付）

朝食開始
時間

旅行代金※２

札幌駅前 ホテルルートイン札幌駅前北口★

シングル

１０，０００円

６：３０～

札幌駅前 東横ＩＮＮ札幌駅北口

シングル

９，０００円

６：３０～

すすきの 東横ＩＮＮ札幌すすきの交差点

シングル
ツイン

９，０００円

６：３０～

大通公園 札幌クラッセホテル

シングル
ツイン

９，５００円

６：３０～

中島公園 ホテルリリーフ札幌すすきの

シングル

９，５００円

７：００～

ホテルルートイン札幌北４条

シングル

９，０００円

６：３０～

地下鉄さっぽろ駅（６番出口）より徒歩１分

地下鉄さっぽろ駅（１７番出口）より徒歩２分

地下鉄すすきの駅（３番出口）より徒歩１分

地下鉄大通駅（１番出口）より徒歩８分

地下鉄中島公園駅（１番出口）より徒歩３分

西１１丁目

地下鉄西１１丁目駅より徒歩１０分

会場までのアクセス※１
上段：きたえーる
下段：北ガスアリーナ
約５km（車で１５分）
約２km（車で７分）
約５km（車で１５分）
約２km（車で７分）
約３km（車で９分）
約２.５km（車で９分）
約２.５km（車で９分）
約２km（車で８分）
約２.５km（車で９分）
約２.５km（車で９分）
約５km（車で１５分）
約２km（車で７分）

※１ 宿泊施設から競技会場までの所要時間は車で移動した場合の目安です。（交通状況により変わる場合があります）
※２ 旅行代金（宿泊代金）は１泊朝食付お一人様あたり／税金・サービス料込となります。また、小学生も同料金となります。
朝食欠食による控除はありません。また、小学生の添い寝は認められません。
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昼食弁当について

昼食弁当は旅行契約に該当しません。付帯サービスとしてお申込を承ります。

（１）取扱期間：令和４年８月２０日（土）～８月２３日（火） ４日間
（２）弁当代金：一食８５０円税込（パック茶付・税込）
（３）その他
①宿泊申込時に、お申込み下さい。（当日の弁当申込受付や販売はお受けできません。）
②弁当代金のお支払い等については、旅行（宿泊）代金と同様の取り扱いとなります。
③弁当の引換えは、原則１０時３０分～１３時３０分の間に、各会場の弁当引換所にてお渡しします。引換券はありません。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場に滞在できる時間が制限され、上記の時間に受け取りが難しい
場合は、受取時間は柔軟に対応させていただきます。
※食中毒防止のため、受け取りに来られないお弁当は１４時をもって廃棄させていただきます。
④時節柄、お弁当が傷みやすくなっています。お受け取り後はお早めにお召し上がり下さい。
⑤お弁当の空き容器の回収を行います。１５時までにお持ちください。
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貸切バスについて

貸切バスは名鉄観光サービス㈱が企画・実施する「受注型企画旅行」となります。

（１）現地における貸切バスの手配を希望されるチームは、別途承ります。
（２）取扱期間：令和４年８月１９日（金）～８月２４日（水） ６日間 ※１日単位でお申込みいただけます。
（３）申込方法は、「大会参加者専用宿泊申込サイト」にて宿泊申込をする際に、貸切バス申込欄に必要事項を選択・入力を
お願いします。「全中バスケ宿泊デスク」バス担当者から連絡をさせていただき、利用内容や時間等の詳細をお伺いします。

※以下の通り目安の貸切バス代を参考として記載しておりますが、実際の利用内容・時間等によっては変更となる場合が

ありますので、ご了承下さい。
（４）申込受領・希望内容を確認して、手配が完了してから「受注型企画旅行条件書」をメールで送らせていただき、受注型
企画旅行契約を行います。
（５）利用予定バス会社：エムズメッセまたは札幌観光バス（大型バス・ワンマン）
＜参考料金＞想定される利用内容の貸切バス代 代金は１台あたり・税込となります。
利用日

利用内容

利用時間

貸切バス代金
（大型バス・ワンマン）

８月１９日（金） 新千歳空港～希望練習会場～宿泊施設

４時間

７２，０００円

８月２０日（土） 宿泊施設～公開練習会場～宿泊施設

５時間

６０，０００円

８月２１日（日） 宿泊施設～競技会場（回送・待機）～宿泊施設 【往復利用】
８月２２日（月）
８月２３日（火） 宿泊施設～競技会場または競技会場～宿泊施設【片道or往復・待機なし】

９時間

往復８２，０００円

８月２３日（火） 宿泊施設～競技会場（回送・待機）～新千歳空港
８月２４日（水） 宿泊施設～新千歳空港直行

片道１時間

片道当り３９，０００円

１０時間

８６，０００円

１時間

５０，０００円

※有料道路代および駐車料金は含まれておりません。
※札幌市内および近郊に車庫があるバス会社のため、乗務員宿泊はありません。ドライバーは日ごとに代わる予定です。
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お申込み方法について

（１）本大会の出場が決定次第、速やかに所定の「大会参加者専用宿泊申込サイト（以下、専用ＷＥＢシステム）にてお申込み
下さい。今年度はブロック予選日程から札幌へお越しになる移動日までの期間が短いため、確実にお申込みが確認できる

専用ＷＥＢシステムのみでのお申込みとさせていただきます。（申込書のメールまたはＦＡＸでの申込はありません。）
①専用ＷＥＢシステムには下記ＵＲＬまたは右記ＱＲコードからアクセスしてお申込み下さい。
（旅行条件等は必ずご確認の上、お申込み下さい）
大会参加者用URL

https://www.mwt-mice.com/events/zenchu2022bb-hokkaido

第５２回全国中学校バスケットボール大会ホームページのリンクからもお申込みいただけます。
※保護者用（小児含む）および登録外選手、同校教職員の宿泊申込は別の「保護者・登録外選手、同校
教職員専用宿泊申込サイト」からお申込み下さい。（２ページの「３.宿泊について （８）チーム関係者の宿泊

大会参加者用
（登録選手および
チームスタッフ）

について」をご確認下さい。
②ＰＣだけでなく、スマートフォンやタブレットからもお申込みが可能です。
③お申込み時にご登録いただくメールアドレスは、お盆休み期間の閉校日でも連絡が取れるアドレスをご登録下さい。
（配宿決定の通知や必要な書類・データ等はメールを送らせていただくことになります。）
④専用ＷＥＢシステムは、令和４年７月２５日（月）９時３０分から公開し、受付を開始いたします。
（２）申込締切日
令和４年８月１２日（金）正午１２時まで

に専用ＷＥＢシステム上にてお申込み下さい。

※各ブロックの代表校決定日から配宿決定通知日までの期間が短いため、出場校決定校様には短期間での申込手続
をお願いすることとなり、ご無理を申し上げますが、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

（３）予約申込みの流れ
＊上記ＵＲＬまたはＱＲコードからアクセスし、「新規申込みはこちら」からお申込みをお願いします。

① 新規申込み

＊登録するＩＤとパスワードは、変更や取消をする際のログインに必要です。必ずお控え下さい。
＊登録するメールアドレスは、お盆休み期間の閉校日でも連絡が取れるアドレスをご登録下さい。
（配宿決定の通知や必要な書類・データ等はメールを送らせていただくことになります。）

＊各種情報をご登録いただき、宿泊や弁当、航空機計画輸送等のお申込み内容を入力下さい。

② 各種情報・申込内容
の登録完了
８月１２日（金）正午まで
にお願いします。

＊参加者名簿データ（Ｅｘｃｅｌ）のアップロードも忘れずにお願いします。
（名簿データはトップ画面からダウンロードして必要事項を入力してからアップロードして下さい。）
＊予約内容入力後、確認画面にて申込内容をご確認の上、「申し込む」を押していただくと、
ご登録いただいたメールアドレスに申込完了通知メールが自動配信されます。

＊ご登録のメールアドレスに配宿完了通知が届きましたら、再ログインして下さい。

③ 配宿決定通知
８月１２日（金）中の通知
を予定しています

「お申込内容確認書（ＰＤＦ）」から配宿結果およびお支払金額・振込先をご確認いただけます。
トップ画面の「ホテル資料」からホテル詳細資料や地図等をダウンロードできます。
※お支払金額の詳細は、「明細（項目別表記）」をダウンロードしていただくと確認いただけます。

＊「お申込み内容確認書」に記載した金額を弊社指定口座へお振込み下さい。

④ お支払い
８月１７日（水）までに
お願いします。

振込手数料はお客様負担となりますことをご了承下さい。

【振込先】三井住友銀行 東海支店 普通 ２３３５２１６
メイテツカンコウサービス（カ

＊領収書が必要な方は、再ログインしていただき、トップ画面から「領収書発行依頼書」をダウン

⑤ 領収書・返金
大会終了後の手続きと
なります

ロードしていただき、必要事項を入力の上、メールまたはＦＡＸにてお送り下さい。
＊ご入金後に変更・取消等の事由により返金が生じた場合、大会終了後、ご指定の口座に振込
にてご返金いたします。トップ画面から「変更・取消・追加連絡書」をダウンロードしていただき、
必要事項および口座情報等を入力の上、メールまたはＦＡＸにてお送り下さい。

保護者（小児含む）および登録外選手、同校教職員の予約申込の流れ
■申込方法 保護者・登録外選手・同校教職員専用宿泊申込サイトからお申込み下さい。
■申込締切 令和４年８月１４日（日）２３時５９分まで ※空室が無くなり次第、締切日を前に受付を終了する場合があります。
■配宿通知 通知はありません。申込時に空室を確認しながら予約を確定させることができます。
■支払方法 予約確定時にあわせてクレジットカードの通信決済を行って下さい。（決済方法はクレジットカードのみとなります）
■領収書
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必要な方はトップページから「領収書発行依頼書」をダウンロードしてご依頼下さい。

変更・取消について

（１）申込締切日（８月１２日（金）正午１２時）前の変更・取消・追加について
専用ＷＥＢシステムから操作が可能ですので、再ログインしてご自身で行って下さい。（追加も操作が可能です。）
（２）申込締切日後の変更・取消・追加について
専用ＷＥＢシステムのトップ画面から「変更・取消・追加連絡書」をダウンロードしていただき、必要事項を入力の上、メール

またはＦＡＸにてお送り下さい。（ご入金後の場合は、返金口座の情報もご入力下さい。）
間違い防止のため、電話による変更・取消はお受けいたしません。
大会期間中の変更・取消・追加については、会場内「名鉄観光大会ツアーデスク」にてお申し付け下さい。

（３）取消日と取消料について
①取消日とは、お客様が当社「全中バスケ宿泊デスク」の営業日・営業時間にお申込みいただいた日とさせていただき、
営業時間外のご連絡につきましては、翌平日の扱いとさせていただきます。
全中バスケ宿泊デスク営業時間：平日（月～金）９時３０分～１７時００分（土・日・祝日休業）
②お客様の都合により予約の変更・取消をする場合は、以下の取消料を申し受けます。
■宿泊（募集型企画旅行契約）
取消日

取消料
無 料

旅行開始日の前日から起算して４日目にあたる日までの解除
旅行開始日の前日から起算して３日目から２日目にあたる日までの解除

旅行代金の

20%

旅行開始日の前日の解除

旅行代金の

40%

旅行開始日当日の解除

旅行代金の

50%

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の

100%

※連泊でのお申込みは募集型企画旅行の１契約となります。取消日の基準は初泊から起算し総額に対して取消料が発生いたします。
２泊目以降にお取消のお申し出をいただいた場合、旅行開始後となりますのでご返金はございません。

■弁当（旅行契約には該当しません）
取消日

取消料
無 料

弁当受取日の前日１５時までの解除
弁当受取日の前日１５時以降の解除

弁当代金の

100%

※８月１９日（金）以降の弁当個数の変更・取消等は会場内の「名鉄観光ツアーデスク」まで必ずご連絡下さい。

■貸切バス（受注型企画旅行契約）
手配内容の変更は、全中バスケ宿泊デスクまたは会場内の「名鉄観光ツアーデスク」まで必ずご連絡下さい。
お申込後の取消は、受注型企画旅行契約時に交付した旅行条件書に記載した取消料規定に基づきます。
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個人情報の取扱いについて

当社は申込書等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ほか、お申込みいただいた

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および受領のための手続きに利用させていただくほか、必要の
範囲内で当該機関等に提供いたします。上記の目的以外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。

当社の個人情報の取扱いに関する方針については、ホームページにてご確認下さい。
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https://www.mwt.co.jp

お問い合わせ・お申込み先（全中バスケ宿泊デスク連絡先）

【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業第５５号・（一社）日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員

名鉄観光サービス株式会社 札幌支店
〒060-0003 札幌市中央区北３条西１丁目１-１ 札幌ブリックキューブ６階
ＴＥＬ：０１１-２４１-４９８６

ＦＡＸ：０１１-２４１-０１５４

緊急連絡先：０９０-３４８１-９１４７ （７月２９日（金）～８月２６日（金）のみ）
e-mail： zenchu2022.bb-hokkaido@mwt.co.jp
営業時間：平日９時３０分～１７時００分（土・日・祝日は休業）
「第５２回全国中学校バスケットボール大会・宿泊デスク」 担当：佐藤 千春・田中 佳織・田保（たぼ） 弥咲
総合旅行業取扱管理者：田端 基芳
総合旅行業取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引責任者です。この旅行契約に関し、担当者
からの説明に不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業取扱管理者にお尋ね下さい。
承認 AZ02-2204

ご旅行条件書（募集型企画旅行契約）は専用ＷＥＢシステムからお申し込みいただく際に、ご確認いただきますようお願いいたします。

【地 下 鉄】地下鉄東豊線「豊平公園駅」直結
※地下鉄南北線を利用の方は「さっぽろ駅」または「大通駅」にて乗り換えていただくのが便利です。
【タクシー】札幌駅（南口）から約１５分（１，５００円～２，０００円）

【地 下 鉄】地下鉄東西線「バスセンター前駅」８番出口から徒歩１０分／地下鉄東豊線・南北線「さっぽろ駅」２２番出口から徒歩１２分
【タクシー】札幌駅（南口）から約５分（８００円程度）

