
 

 

 

 

 

 

平成 27年度 

第 65回 全日本実業団バドミントン選手権大会 

宿泊・弁当のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   程：平成２７年７月１日（水）～７月 5日（日）      

開催都市：京都府京都市・長岡京市 

試合会場：島津アリーナ京都（京都府立体育館） 

           ハンナリーズアリーナ（京都市体育館） 

           長岡京市西山公園体育館 

           京都府立伏見港公園体育館 

 

          



 

～ 歓迎のご挨拶 ～ 

 

 

 

 

 

 

拝啓  まだまだ寒い日が続く毎日ですが、御健勝のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度『第 65回全日本実業団バドミントン選手権大会』が京都市・長岡京市にて開催されることをお祝い 

申し上げます。 

つきまして開催にあたり、皆様方の宿泊・弁当のお世話を私ども 名鉄観光サービス株式会社京都支店にて 

ご用命頂き厚く御礼申し上げます。 

今大会の成功を願い、あらゆる面におきまして万全の体制を整え、お迎えさせて頂きますので皆様方多数の 

ご参加を心よりお待ち申し上げております。 

                                                                敬具 

 

 

 

名鉄観光サービス株式会社 京都支店  

支店長  梅野 英出友  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 27年度 第 65回全日本実業団バドミントン選手権大会 

宿泊・昼食のご案内について 

 

大会運営方針に基づき、宿泊及び昼食の確保に万全を期する事を目的とし、次のように定めます。 

 

① 対象者は、全日本実業団バドミントン選手権大会に参加する選手、監督、コーチ、引率とします。 

② 宿泊・弁当などの取扱は、名鉄観光サービス株式会社京都支店 が一括して担当させて頂きます。 

③ お申込については添付の「申込書」にてお願い致します。 

ご記入にあたっては、本冊子の記載内容（記入例）をご参考下さい。 
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お申込手続きから宿泊券などの受取までのご案内 

●お申込方法・申込先 

宿泊・昼食など全ての申込は、出場（選手）が決定次第、添付の申込用紙にご記入の上、下記の申込先まで必ず 

ＦＡＸ にてお申込下さい。 

   なお、機器の故障などのトラブルによる行き違いなどを防止する為に、申込書が到着後 ３営業日以内 に弊社より 

「申込受付確認書」をＦＡＸにて送信致します。万一確認書が到着しない場合、弊社担当者まで、ご一報頂きます 

よう宜しくお願い致します。 

○旅行企画・実施                                                

名鉄観光サービス株式会社 京都支店 （営業時間：月～金曜日 ９～１８時 土・日・祭日：休み） 

ボンド保障会員            観光庁長官登録旅行業第５５号 

                      一般社団法人日本旅行業協会正会員 

 〒600－8492  京都府京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町 62（住友生命京都ビル６階） 

   ＴＥＬ ０７５－２５５－２２１１ ・ ＦＡＸ ０７５－２５５－８５１１ 

  Ｅ-ＭＡＩＬ takashi.naka@mwt.co.jp 

『第 65回全日本実業団バドミントン選手権大会』係   担当：仲（なか）、籾井（もみい） 

総合旅行業務取扱管理者  梅野 英出友 

○振込先 

  三菱東京 UFJ銀行 新東京支店  普通預金 ３３１８６７３ 

  名鉄観光サービス株式会社           

●お申込締切期日 

申込締切は 平成２７年５月２９日（金） です。 

    ※１次リーグが終わってないチームは、１次リーグの結果が分かり次第の申込みで構いません。 

●お申込後のご案内 

お申込を頂いた方には申込内容に基づき、予約確認書と請求書及び振込用紙を６月１０日（水）頃 に申し込み 

責任者宛にご郵送させて頂きます。 

   請求代金は必ず ６月２５日（木）までに指定口座にお振込下さい。 

    ※遅れて申込みを頂いた方には、別の期日にてご案内させて頂きます。 

領収書が必要な方は、大会当日にお渡しさせて頂きます。 

（領収書の内容についてご希望がございましたら、申込書の領収書の希望覧に必ずご記入下さい。） 

●取消・変更について 

取消・変更などのご連絡につきましては、申込書（控）の変更欄にチェックを入れて頂き、内容に関して 

は加筆訂正するなどして、必ず書面をＦＡＸして頂きますようお願い致します。 

（電話でのお申し出は行き違い防止のため不可といたします。） 

    なお、ＦＡＸ送信後、必ずご確認のお電話を頂きますようお願い致します。 

宿泊・昼食などについては（Ｐ4）の取消料を申し受けます。 

なお変更・取消の受付時間が弊社の営業時間外の場合、翌営業日扱いとさせて頂きます。 

当日の取消の場合は、大会会場にて受付致します。 

変更・取消によって生じた差額は、大会終了後に振込手数料を差引して銀行振込にてご返金させて 

頂きます。但し、事務手続上、多少日数がかかりますので、あらかじめご了承下さい。 
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お申し込みからご精算までのスケジュール 

 

予定日時 お客様（選手団） 名鉄観光サービス㈱京都支店 

 

３月中旬～ 

 

５月下旬 

★申込書にご記入の上 

名鉄観光サービス㈱京都支店 

までＦＡＸまたはメールで送信 

ください。 

  ★申込受付後、「申込確認書」を 

ＦＡＸまたはメールにて送信いたします。 

   満室などの場合は代案を 

   ご案内いたします。 

 

５月２９日（金） 
「宿泊・弁当」申込み締め切り 

随時 変更・取消受付 ＊取消料は宿泊要綱をご覧ください。 

 

６月１０日頃 

 

★お送りした請求書をご確認の上うえ

同封の振込用紙にて 

お支払いください。 

（振込手数料はお客様ご負担にて 

お願い致します。） 

★申込内容確認書・請求書・ 

振込用紙ほか資料一式 

を発送いたします。 

６月２５日（木） 

★お送りした請求書をご確認の上うえ

同封の振込用紙にて 

お支払いください。 

（振込手数料はお客様ご負担にて 

お願い致します。） 

 

７月１日（水） 

～ 

７月５日（日） 

 

第６５回 全日本実業団バドミントン選手権大会 

 

 

 

 

７月３１日（金） 

 

  ★ご変更、お取消しがあった場合の 

   ご返金または請求書の追加発行 

   をいたします。 
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宿泊のご案内 

●設定日：平成２7年 6月 30日（火）・7月 1日（水）・2日（木）・3日（金）・4日（土） 

   宿泊料金は、お一人様あたり１泊朝食（税・サ込み）の料金となります。 

   6/30～7/3（平日）、7/4（土曜）で宿泊料金が異なりますのでご注意下さい。 

※宿泊地区については、別紙ホテルマップをご参照下さい。 

 

 

※注 申込の際には必ず、ご希望の宿泊記号を第２希望までのアルファベットをご明記下さい。 

    ツインご希望の方は申込書備考欄に同室者名をご記入ください。 

    基本的に宿泊施設決定の優先順位は、申込順とさせて頂きます。 

    申込みいただきましたアルファベットの同ランクでのホテル配宿となります。 

      配宿につきましては、必ずしもご希望に添えるとは限りませんので、ご了承下さい。 

京都市内のビジネスホテルの多くは駐車場の用意がございません。車でお越しの際はお近くの契約駐車場を    

ご案内させていただく場合があります。 

     宿泊施設へのチェックインは１６時以降、チェックアウトは１０時までを原則とします。 

    それ以外の時間帯のご使用は出来ません。ご利用の場合、追加料金を取られますのでご注意下さい。 

    禁煙・喫煙の希望はお受けいたしますが、ご案内できない場合がございますので予めご了承下さい。 
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宿泊施設名 記号 部屋タイプ 
宿泊料金 

（平日） 

宿泊料金 

（土曜日） 
最寄駅 

ホテル京阪京都 Ａ シングル 10500円  ＪＲ 京都駅 

京都プラザホテル Ｂ シングル 7000円 14000円 ＪＲ 京都駅 

ダイワロイネット京都八条口 Ｃ シングル 9500円  ＪＲ 京都駅 

京都リッチホテル Ｄ シングル 7000円 7000円 地下鉄 五条駅 

リノホテル京都 Ｅ シングル 10800円 10800円 阪急 西院駅 

ANA ｸﾗｳﾝﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ京都 
F-1 ツイン（1名利用） 11500円 14500円 

地下鉄 二条城前駅 
Ｆ-2 ツイン（2名利用） 8000円 11800円 

京都ガーデンホテル Ｇ シングル 8000円 8000円 地下鉄 烏丸御池駅 

ハートンホテル京都 Ｈ シングル 9200円 9200円 地下鉄 烏丸御池駅 

ビスタプレミオ京都 
Ｉ-1 シングル 13000円 13000円 

地下鉄 京都市役所前駅 
Ｉ-2 ツイン（2名利用） 8000円 8000円 

桜庵東山三条ホテル 
Ｊ-1 シングル 7000円 8000円 地下鉄 三条京阪駅 

京阪 三条駅 Ｊ-2 ツイン（2名利用） 6500円 7000円 

からすま京都ホテル Ｋ シングル 9500円  阪急 烏丸駅 

三井ガーデンホテル 

京都四条 
Ｌ シングル 8000円  阪急 烏丸駅 

ユニゾホテル京都 

四条烏丸 
Ｍ シングル 10000円  阪急 烏丸駅 



昼食のご案内 

  ●設定日：平成２７年 7月１日（水）・２日（木）・３日（金）・４日（土）・５日（日） 

 

○１食 ８５０円（お茶付・税込）です。 

○大会会場が 4箇所ありますので、受取会場を確認の上ご注文下さい。 

○お弁当の引換は 「大会会場引換場所」 にて 「１１～１２時」 の間に引換下さい。 

○受け取ったお弁当は必ず、受け取り後なるべく早くお召し上がり下さい。 

食べ終わったお弁当の空き容器は、１５時までに弁当引換場所までお持ち下さい。 

 

 

取消料について 

●お申込後、参加者の都合による取消しに付きましては下記の通り、取消料を頂きます。 

 

○取消料率 

 ２１日前 ２ ０～８日 前 ７～４日前 ３～２日前 前  日 当  日 

宿  泊 無  料 １０％ ２０％ ５０％ １００％ 

弁  当 
無  料 １００％ 

 

 

●ご旅行条件の要約 

○募集型企画旅行契約：名鉄観光サービス（株）（観光庁長官登録旅行業第５５号以下「当社」）が 

企画する旅行となり、今大会に参加されるお客様は当社と企画旅行契約を締結する事となります。 

○旅行の申込み及び契約成立：申込書に所定の事項を記入し、指定の期日までに旅行代金をお支払い下さい。 

旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領した時に成立するものとします。 

   ○各プランに明示した宿泊代、食事代、運送機関の運賃・料金、企画料金及び消費税等諸税 

   ○この旅行条件は平成２7年 3月１0日を基準としています。 

   ○大会会場のブースにて名鉄観光のスタッフが対応いたします。 

※その他詳細に付きましては、当社募集型企画旅行約款の書面にてご確認下さい。 

  

●個人情報の取扱について 

○２００５年４月１日より「個人情報保護法」が施行されました。 

 今回お申込に際して、ご記入頂きしました個人情報については、関係機関への報告などで利用させて 

 頂くこと以外で利用することはございません。 
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地図（京都市内周辺図） 

 

 

 
   ＊広域地図の為、多少立地のズレがございます。ホテルのご予約いただいた際は、最終案内に詳細をお送りさせていただきます。 

 

A ホテル京阪京都 F ＡＮＡクラウンホテルプラザ京都 K からすま京都ホテル 

B 京都プラザホテル G 京都ガーデンホテル L 三井ガーデンホテル京都四条 

C ダイワロイネット京都八条口 H ハートンホテル京都 M ユニゾホテル京都四条烏丸 

D 京都リッチホテル I ビスタプレミオ京都     

E リノホテル京都 J 桜庵三条ホテル     

＊上記以外のホテル手配もご相談させていただきます。詳しくはお問い合わせ下さい。 
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島津アリーナ京都 
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