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ご宿泊・お弁当取扱要項

第18回全国小学生ABCバドミントン大会

札幌大会
平成２９年８月１４日(月)～１６日(水)

会場 北海道立総合体育センター（北海きたえーる）

主催 公益財団法人日本バドミントン協会

日本小学生バドミントン連盟
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このたび、平成２９年８月１４日（月）～１６日（水）に北海道札幌市において

「第18回全国小学生ABCバドミントン大会」が開催されますことを心よりお祝い申し

上げます。

本大会におきまして、弊社名鉄観光サービス㈱札幌支店が皆様のご宿泊などの

お取り扱いをさせて頂くことになりました。本大会のご成功をお祈りすることはもとより

ご参加者の皆様に心からご満足いただけるよう心掛けてまいります。

“北の大地”北海道で開催される本大会が皆様にとって記念すべき思い出の大

会になりますよう、社員一同万全の体制でお迎えをいたしますので、何卒よろしくお

願い申し上げます。

風薫る北海道で皆様方のお越しを心よりお待ち申し上げます。

名鉄観光サービス株式会社 札幌支店

支店長 堀田 彰

お申込・お問い合わせは下記までご連絡下さい。

『第18回全国小学生ABCバドミントン大会』係

9：00～17：00

担当：中野・田保・高橋
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名鉄観光サービス㈱札幌支店
〒060-0003

札幌市中央区北３条西３丁目 ＮＲＥＧ北３条ビル１F
ＴＥＬ：０１１－２４１－４９８６ ＦＡＸ：０１１－２４１－０１５４
E-mail：sapporo@mwt.co.jp
第18回全国小学生ABCバドミントン大会 係 担当：中野・田保・高橋
営業時間 月～金 9:00～17:00 土・日曜日・祝祭日は休業

（１）お申込方法

各種お申込とお支払いについて①

ＦＡＸによる宿泊とお弁当の申込みを受付けます。
お電話での申込みはお受けできませんのでご了承下さいませ。
お申込は名鉄観光サービス㈱札幌支店が窓口となります。
P１０の申込書に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。

お申込み受付け後、弊社より「確認済」とスタンプを押してFAXにてご返信させていただきます。
お申込み後、参加者の皆様へ大会開催３週間前を目途に請求書・宿泊券・お弁当引換券を
発送致します。
請求書に記載されている口座に指定期日までにお振込みください。
※振り込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

（２）申込締切

平成２９年６月２６日（月） １７：００

（３）取消に関わる返金

（４）申込後の変更・取消

所定の取消料のほかに返金振込み料を差し引いた額を、大会終了後１ヶ月を目途に
お返し致します。
クレジットカードにてお支払いの場合は、ご利用頂いたカードへご返金となります。

申込後に変更・取消が生じた場合は、名鉄観光サービス㈱札幌支店宛にＦＡＸにてご連絡
下さい。その際は、弊社より返信した「確認済」スタンプのある申込書に変更・取消事項をご
記入の上、ご連絡下さい。

お申込・変更・取消は下記まで
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お申込から精算までのスケジュール

各種お申込とお支払いについて②

ＦＡＸ申込受付

申込締切日

利用券・請求書
の送付

代金お振込み期限

精算返金予定日
（返金がある場合）

平成２９年６月２６日（月） １７：００

平成２９年７月７日（金）頃

平成２９年７月２１日（金）

大会終了後１ヶ月を目途に

弊社より
利用券・請求書を送付
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各種予約・取消料のご案内

予約のご案内

お申込の際にご提出いただいた個人情報については、お客様との連絡や、輸送・宿泊機関等の提供する
サービスの手配及び受領の為の手続きに利用させて頂くほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代
行者又は大会主催者に提供致します。それ以外の目的ではご提供頂く個人情報は利用致しません。
※弊社の個人情報の取り扱いに関する方針につきましては、弊社の店頭又はホームページでご確認
下さい。

●個人情報の取り扱いについて

http://www.mwt.co.jp ⇒ トップページ下の個人情報保護方針参照

●宿泊施設のご案内

札幌市内ホテル（詳細はP７・８参照）
《ご宿泊日 平成２９年８月１３日（日）、８月１４日（月）、８月１５日（火）の３日間》
※欠食控除の取扱いは致しません。
※繁忙期のためご希望の宿泊タイプにてご回答できない場合もございますのでご了承下さい。
ご希望タイプが満室の場合は代案にて回答させて頂きます。

※お取り扱い期間外の宿泊を希望される場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

●お弁当のご案内

《取扱期間 平成２９年８月１４日（月）、８月１５日（火）、８月１６日（水）の３日間》
料金：１食８００円（税込、お茶付き）
※受け渡し場所は当日会場で指定されたお弁当引換所にて指定時間内に受け渡しさせていただきます。
受け渡し時間 １１:００～１３:００予定

※ご注文以外の当日販売は致しませんのでご了承下さい。
※衛生上、お弁当受取後はお早めにお召し上がり下さい。
※空箱の回収を行います、１４：００までに受け渡し場所にお戻し下さい。
※大会開始後のお弁当キャンセルは所定の取消料を頂戴致します。

宿泊及びお弁当の取消料

８日前以前 ７～２日前
取消日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行開始日前日
（８/１２）

旅行開始日当日
または

無連絡不泊

無料
（午前中まで）

宿泊費用の５０％ 宿泊費用の１００％

全額

宿泊取消料

お弁当取消料

宿泊費用の２０％

無料

無料

無料
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レンタカープランのご案内

※貸出はトヨタレンタリースを予定しております。
トヨタレンタリース以外になる場合もございますのでご了承下さい。

※ガソリンは満タン返しにてお願い致します。
※大会当日、会場（きたえーる）の駐車場はご利用できません。
会場周辺のコインパーキングをご利用下さい。

■取消料について

ワゴン
S A WA

当日中 ７,８００円 １０,０００円 １９,８００円
１泊２日 １７,５００円 ２２,７００円 ４３,２００円
２泊３日 ２５,２００円 ３３,０００円 ６３,１００円
３泊４日 ３３,０００円 ４３,２００円 ８２,３００円

クラス
乗用車

カローラフィールダーヴィッツ
パッソ

代表車種
ノア（７～８人）

ヴォクシー（７～８人）

７日前 ６～３日前
取消日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
２日～前日 当日

レンタカー
取消料

無料 １台に付き代金の２０％１台に付き代金の３０％１台につき代金の５０％

Sクラス ヴィッツ Sクラス パッソ Aクラス カローラフィールダー WAクラス ノア WAクラス ヴォクシー
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設定ホテルのご案内①

ご宿泊は、ご選択頂く宿泊施設タイプにより旅行代金が変動いたします。

■設定期間 平成２９年８月１３日（日）、８月１４日（月）、８月１５日（火）の３泊

■宿泊条件 シングルルームまたはツインルーム 朝食付き

※宿泊施設は希望タイプでのお申込みとさせていただきます。（ホテルの指定はできません。）

※トリプルルームご希望の方はご相談下さい。

※禁煙・喫煙のご希望がある場合は申込書の備考欄にご記入下さい。

ただし、ご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。

※下記以外の宿泊施設になる場合もございますので予めご了承ください。

※東横イン札幌駅西口北大前は地図上にございません。北海道大学付近となります。

１４,５００円～１６,５００円
１０,０００円～１２,０００円

８,０００円～９,５００円
８,５００円～９,０００円

宿泊施設タイプ
宿泊料金

（１泊朝食）シングル
宿泊料金

（１泊朝食）ツイン
A
B
C
D

１１,０００円～１３,５００円
７,５００円～９,５００円
７,５００円～８,０００円
５,５００円～６,０００円

施設タイプ 申込番号 部屋タイプ ホテル名 地区 最寄駅（所要時間） 大会最寄駅までの時間

①ホテルモントレ札幌 札幌駅周辺 札幌駅から徒歩２分 徒歩と地下鉄で約１０分

②ユニゾイン札幌 大通公園 大通駅から徒歩４分 徒歩と地下鉄で約１０分

③ホテルリソルトリニティ札幌 大通公園 大通駅から徒歩１分 徒歩と地下鉄で約７分

④札幌東急REIホテル すすきの すすきの駅から徒歩１分 徒歩と地下鉄で約７８分

⑤札幌東武ホテル すすきの 豊水すすきの駅から徒歩３分 徒歩と地下鉄で約７分

⑥ダイワロイネットホテル札幌すすきの すすきの 豊水すすきの駅から徒歩１分 徒歩と地下鉄で約５分

⑦ANAホリデイイン札幌すすきの すすきの 豊水すすきの駅から徒歩１分 徒歩と地下鉄で約５分

⑧イビススタイルズ札幌 中島公園 中島公園駅から徒歩３分 徒歩と地下鉄で約１４分

⑨札幌すみれホテル 札幌駅周辺 大通駅から徒歩３分 徒歩と地下鉄で約９分

⑩アパホテル札幌 大通公園 大通駅より徒歩５分 徒歩と地下鉄で約１１分

⑪ホテルサンルートニュー札幌 大通公園 大通駅より徒歩５分 徒歩と地下鉄で約１１分

⑫ホテルレオパレス札幌 大通公園 大通駅より徒歩８分 徒歩と地下鉄で約１４分

⑬ホテルカイコー札幌 すすきの 豊水すすきの駅から徒歩５分 徒歩と地下鉄で約９分

⑭ベッセルイン札幌中島公園 中島公園 中島公園駅から徒歩１分 徒歩と地下鉄で約１２分

C-1 シングル ⑮ホテルロンシャンサッポロ すすきの 豊水すすきの駅から徒歩３分 徒歩と地下鉄で約７分

⑯アパホテルすすきの駅前 すすきの 豊水すすきの駅から徒歩１分 徒歩と地下鉄で約５分

⑰ルートイン札幌北四条 大通公園 西11丁目駅から徒歩１０分 徒歩と地下鉄で約１８分

⑱東横イン札幌駅北口 札幌駅周辺 札幌駅から徒歩５分 徒歩と地下鉄で約１３分

⑲東横イン札幌駅南口 札幌駅周辺 札幌駅から徒歩１分 徒歩と地下鉄で約９分

東横イン札幌駅西口北大前 札幌駅周辺 札幌駅から徒歩５分 徒歩と地下鉄で約１３分

⑳東横イン札幌すすきの交差点 すすきの すすきの駅から徒歩１分 徒歩と地下鉄で約８分

㉑東横イン札幌すすきの南（ツインのみ） すすきの 豊水すすきの駅から徒歩４分 徒歩と地下鉄で約８分

D-1

D-2

シングル

ツイン

C-2 ツイン

A

A-1

A-2

シングル

ツイン

B

B-1

B-2

シングル

ツイン

C

D
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設定ホテルのご案内②

※会場（北海きたえーる）の最寄り駅は東豊線 豊平公園駅になり、地下連絡通路があります。

大
通
駅

JR札幌駅

す
す
き
の
駅

西11丁目駅

大会会場
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次ページの『申込書』を切り取り

弊社までFAXでお申込ください。



※申込書が足りない場合は恐れ入りますがコピーをしてご利用下さい。

10

8/13（日） 8/14（月） 8/15（火） 8/14（月） 8/15（火） 8/16（水）

例 11 男 A ① ○ ○ ○ ○ ○ －

例 36 女 ③ ○ ○ ○ ○ ○ －

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

計 人 人 人 個 個 個

【レンタカープラン】 ・貸出日< ８月　　　日（　　　）　　　時　　　分　　　新千歳空港　ｏｒ　札幌駅　〉

 ・希望車<　禁煙車　　喫煙車　〉

 ・タイプ　<　S：　　　台　　A：　　　台　　　WA：　　　台　　EB：　　　台　〉

・返却日< ８月　　　日（　　　）　　　時　　　分　　　新千歳空港　ｏｒ　札幌駅　〉

 

 

No. 性別
学年
ABC

区分 希望タイプ
宿泊日

※申込区分
①選手　②監督・コーチ　③応援保護者　④その他（兄弟、姉妹、祖父母など）

※交通機関ご利用のお伺い
航空機：往路（　　　　　　　　　空港発　    ８月      日 （  　　）　　　　　便/　　　　時　　　　分着）
航空機：復路（新　 千 　歳　 空港発　　  ８月　    日 （　　　）           便/　　  　 時　　  　分着）
貸切バス　・　JR　・　自家用車　・　その他（　　　　　　　　　　）〔到着予定時刻　　　　時　　　分〕

お名前
フリガナ

： 携帯電話：お申込責任者

選手（　　　名）・監督コーチ（　　　名）・応援保護者(　　　名）・その他（　　　名）

お弁当
年齢

メイテツ　タロウ
名　鉄　太　郎

メイテツ　ハナコ
名　鉄　花　子

関係書類送付先

TEL： FAX：

第18回全国小学生ABCバドミントン大会
ご宿泊・お弁当 申込書

申込先：名鉄観光サービス㈱札幌支店　 中野・田保・高橋 宛　（FAX：０１１－２４１－０１５４）

返金時振込先
口座番号

〒　　　　－

フリガナ
氏　名

太郎

都道府県団体名

フリガナ

A-2

口座名義

お部屋
組合せ

　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　支店

口座番号

備考：

区分（○で囲んで下さい） 新規　　　・　　　変更　　　・　　　取消 申込日

花子

A-2
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『第18回全国小学生ABCバドミントン大会』係

9：00～17：00

担当：中野・田保・高橋


