
                                
令和元年度東北中学校体育大会                                                        

第 49回東北中学校バスケットボール大会 

宿泊・弁当お申込み手続きのご案内 

及び大会参加料納入について 
 

 

第 49回東北中学校バスケットボール大会が青森県で開催されますことを心よりお喜び申し上げます。 

この度は、大会事務局様からのご指定により名鉄観光サービス㈱青森支店が大会参加に関わるご宿泊及び 

お弁当のお申し込み手続きを担当させていただくことになりました。つきましては、大会のご成功に向け 

精一杯のお手伝いをさせていただきますので、多数のお申し込みをお待ち申し上げます。  

                                 名鉄観光サービス㈱青森支店長 
                                        
 

宿泊・弁当等の取扱いは名鉄観光サービス㈱青森支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です。 

１．宿泊のご案内  
（１）取扱期間   令和元年８月８日（木）～９日（金）２泊 （前後泊の申込みも受け賜わります。） 

（２）宿 泊 地   青森県青森市 

（３）宿泊条件   １泊２食付、税金・サービス料込み 

（４）添乗員     同行しません 

（５）最少催行人員 １名様 

（６）申込締切り  令和元年７月２６日（金）１２時まで当社へ 

（７）申込方法 

 ・別紙申込書に必要事項・希望宿泊ランクをご記入いただき名鉄観光サービス㈱青森支店（以降「予約セ 

ンター」と記します。）へＦＡＸにてお申込下さい。 

 ・申込区分は「選手・応援生徒・監督・コーチ・引率教員」及び「応援保護者」となります。 

 ・申込書面は様式１-①②（出場校用）と様式 2‐①②（応援保護者等用）がありますのでご注意下さい。 

 ・希望宿泊ランクについては、第 2 希望まで必ずご記入下さい。なお、「五所川原 立佞武多」の開催時期

にあたり、繁忙期になっておりますのでご希望のランクでご対応できない場合もあります。ご希望外の施

設でご相談する場合がございます。 

 ・申込締切日以降の変更・取消は必ず予約センターへＦＡＸにてご連絡願います。電話でご依頼はトラブル

の原因になりますのでご遠慮ください。尚、宿泊施設への直接の変更・取消は手配に混乱が生じますので

合わせてご遠慮願います。 

 ・部屋割り・部屋数につきましては弊社にご一任下さい。 

・禁煙部屋を原則としておりますが消臭対応の客室も利用頂く事となります。ご了承下さい。 

 ・欠食は夕食のみ、前日までに申し出いただく事により対応致します。1食あたり 1,000円引きとなります。 

 （夕欠希望の場合は、備考欄に記載下さい。） 

 ・申込み・配宿に際しては、あくまで出場チームが最優先です。残室があった場合のみ応援保護者に配宿 

しますのでご了承下さい。 

   ・共通日程表 

日次 日程 
食事 

1 ご自宅又は前泊地又は各地⇒（各自移動・お客様負担）⇒各宿泊施設(泊) 朝×・昼×・夕○または× 

2 各宿泊施設⇒（各自移動・お客様負担）⇒大会会場⇒各宿泊施設又は各地 朝○・昼×・夕○または× 

3 各宿泊施設⇒（各自移動・お客様負担）⇒大会会場⇒ご自宅又は後泊地又は各地 朝○・昼×・夕× 

 

 ・宿泊代金（単位：円 税込）、ランク 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

選手・応援生徒・監督・コーチ・引率教員 9,800 8,800 8,300 7,800 6,800 

応援保護者 10,300 9,300 8,800 8,300 7,300 

 



※チェックインは１５：００以降、チェックアウトは１０：００以前を原則とします。 

   それ以前・以後は追加料金がかかる場合があります。 

※洋室：１～３名様利用 シングル・ツイン・トリプル又は和室のいずれかとなります。 
 ＜部屋の組み合わせは予約センターに一任願います。＞ 

 

 

２．弁当のご案内 
（１）取扱期間 令和元年８月８日（木）～１０日（土）３日間（３食） 
（２）弁当代金 幕の内弁当 一食８００円（税込・お茶付） 

（３）引渡場所 大会会場内「名鉄観光デスク」にてお渡しさせていただきます。 

・１１：００～１３：３０の間（喫食直前）に受け取り下さい。 

・１５：００に弁当の空箱を回収いたします。引換所にお持ち下さい。 

 ・会場付近は食事施設がございませんので、お弁当の申込みをお勧めいたします。 

 ・当日の販売は行いませんのでご了承願います。 

 

 

３．変更・取消について 
 ・お申込後、変更・取消が可能です。「予約センター」へＦＡＸをお送り下さい。大会中については会場内

に設置する「名鉄観光デスク」にお申し出下さい。尚、取消につきましては、下記の通り取消料を申し受

けます。ご入金後の返金は、変更・取消にて生じた取消料を差し引いた金額を、大会終了後にご返金させ

ていただきます。（ご指定の口座に振込みます。） 

・宿泊プラン 

取消日 取消料（お一人様） 

旅行開始日の 

前日から起算して 

さかのぼって 

１. 旅行開始日の前日までの取消 無料 

２. 当日の１２時までの取消 旅行代金の ５０％ 

３. 当日の１２時以降の取消及び 

旅行開始後の取消又は無連絡不参加 
旅行代金の１００％ 

  ・昼食弁当 

契約解除の日 取消料 

ご利用前日の１２時まで 無 料 

前日及び当日 弁当代の１００％ 

 

 

４．個人情報の取扱いについて 
  当社は今回の大会申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報についてお客様との間の連絡に 

 利用させていただくほか、お申込みいただいた運送・宿泊機関等の提供するサービス受領のための手続き 

 に必要な範囲内でのみ利用させていただきます。それ以外の目的で利用することはございません。個人情 

 報の管理には当社個人情報保護方針に基づき適切な体制で臨んでおります。 

 

 

 

＊＊申し込み先・お問い合わせ先（旅行企画・実施）＊＊ 

 

日本旅行業協会正会員 (一社)日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 観光庁長官登録旅行業第 55号 

  名鉄観光サービス(株) 青森支店 「東北中学校バスケットボール大会 予約センター」 

  〒030-0802 青森市本町１－２－１５（青森本町第一生命ビル７階） 

  TEL：０１７－７７６－５２９１ FAX：０１７－７７６－５２３２  

  総合旅行業務取扱管理者：浜津 監  担当者：須藤、浜津、小野、大水 

  営業時間 月曜～金曜 9：00～17：00（土日祝休業） 
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に関する責任者です。 

この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。  

  旅行条件・旅行代金の基準:平成３１年１月１１日を基準としています。 

旅行条件:詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認のうえ、お申込み下さい。 

                                                 【東北 2019-22056】 

 

 



 

 

５．利用予定宿泊ホテル一覧 

 

※宿泊プランは１泊２食サービス料、消費税込みの料金です。 

※申し込み状況により、上記の施設以外になる場合もございます。予めご了承ください。 

※ホテルによっては夕食会場がホテル近隣の会館、レストランになる場合があります。 

※上記、朝食時間はレストランオープンの時間です。お席に限りがありますので、数回入替え制となる場合も

ございます。 

 

ご理解、ご協力をいただきますようお願い致します。 

朝食 コインランドリー 普通車 料金 バス 料金

開始 台数 駐車場 （1泊/台） 駐車場 （1泊/台）

ホテル青森 0台

（和室有） 近隣に有

ホテルルートイン 3,000

青森駅前 アスパム駐車場

ホテルルートイン

青森中央インター

アップルパレス青森 0台

（和室有） 近隣に有

アートホテル 3,000

カラー青森 アスパム駐車場

0台 3,000

近隣に有 アスパム駐車場

ホテルクラウンﾊﾟﾚｽ青森 3,240

（和室有） （1台のみ）

3,000

アスパム駐車場

青森グリーンパークホテル 3,000

アネックス アスパム駐車場

D:洋室

7,800円

E:洋室

6,800円

新町 7 ホテルサンルート青森 6:30 3台 ◯ 550 ◯ 2,000

駅前 6 青森センターホテル 6:30 4台 ◯ 600 近隣P 3,000

6:00 ◯ 600 ◯ 1,200

タイプ 地区 番号 ホテル名

本町 2

本町 1 アートホテル青森 6:30 3台 ◯ 700 ◯ 3,000

A:洋室
9,800円

駅前 5 青森国際ホテル

500 ☓

郊外 4 要相談 3台 ◯ 無料 ◯

駅前 3 6:30 3台 ◯

無料

10 ホテルアベスト青森 6:30 ◯

☓

500 近隣P 3,0000台

2,000

6:30 ◯

本町 11 6:30 2台 ◯ 500 ◯

本町 8 6:45 ◯ 500 ◯

520 ☓

新町 9 6:30 3台 ◯ 600

新町

☓

◯

本町 13 6:00 2台 ◯

本町 12 青森グリーンパークホテル 6:00 2台

B:洋室
8,800円

C:洋室
8,300円

無料 ◯ 1,080

１泊２食付（税金・サービス料込）【洋室１～３名様一室・和室4～5名様一室】

駅西口 15 台由 6:30 3台 ◯

本町 14 ホテル2135 6:30 2台 ◯ 無料 ☓ -

650 ☓

650


