
敬具 

１．交通輸送・ご宿泊・お弁当のお申込みについて
(１) お申込み方法

参加者（チーム）は、各々申込責任者の責任のもとWEBにて入力申込をお願いいたします。

お申込み専用サイト : http://www.mwt-mice.com/events/badminton71

※ 申込締切日 ： 令和３年５月21日（金）

(2) お支払い、ご予約内容確認書について

お申込みを完了していただきますと、合計費用とお振込先の詳細をご登録いただきましたメールへお知らせ

いたします。期日までにお振込みをお願い致します。(振込手数料はお客様にてご負担ください)

締切日以後に、ご入金処理済みのお客様、お申込者様宛に『「予約内容確認書」ダウンロードのご案内』をメ

ールにてお知らせいたします。ダウンロード、印刷またはファイル保存にて当日ご持参ください。

２．交通輸送のご案内 ※募集型企画旅行には該当致しません。付帯サービスとして承ります。

(1)手配希望の場合、別紙申込用紙にご記入下さい。

１）来県手段 貸切バス手配又は JR 手配又は航空機手配

２）宿泊ホテルから試合会場までの手配

バス代：ホテル⇔試合会場 80,000～90,000 円程度 （宿泊先により変動いたします）

基本大型バスをご手配いたしますが、ご人数により、大型バスよりも安価な中型バス、ジャンボタクシー等の手配も賜

ります。但し車両の空車状況により手配できない場合もあります。予めご了承下さい。 

３）試合会場により、有料道路を使用する場合は、別途代金がかかります。

３．宿泊のご案内
(1)宿泊設定日

令和３年 06 月 22 日（火）・23 日（水）・24 日（木）・25 日（金）・26 日（土）の５泊分

(2)旅行日程（モデルコース）

1 日目 自宅又は前泊地  (各自)  開会式会場  (各自) ホテル

2 日目 

～ 

５日目 

ホテル  (各自)  試合会場  (各自) ホテル

６日目 ホテル  (各自)  開会式会場  (各自)  自宅又は後泊地 

 

第 71 回全日本実業団バドミントン選手権大会 

監督・コーチ・選手の皆様へ

ご宿泊・お弁当 申し込みのご案内

拝啓 時下、皆様方におかれましては、益々のご健勝のことと、お慶び申し上げます。 

この度『第71回全日本実業団バドミントン選手権大会』が、愛知県名古屋市に於いて開催されるにあたり、心

より歓迎申し上げます。 

この開催にあたり全国各地よりご参加いただく皆様のご宿泊及びお弁当の申込みのご案内を弊社、名鉄観光サ 

ービス㈱スポーツ総合支店にてお世話させて頂くことになりました。大会運営の一助となるべくコロナ禍での

開催となりますが、万全の準備体制のもとで、安心して参加いただける大会となりますよう、努力致して参り

ます。 

今大会のご成功をお祈り申し上げますとともに、皆さまのご来県を心よりお待ち申し上げます。 

http://www.mwt-mice.com/events/badminton71


(3)宿泊施設 

 名古屋市内・名古屋駅周辺・金山駅周辺・笠寺地区の各宿泊施設をご準備いたしております。 

(4)旅行代金 （ホテル一覧） 

部屋タイプ 地区 施設名 
旅行代金 

（お一人様１泊朝食付） 

会場迄の所要時間 

（電車利用の場合） 

シングル 

ルーム 

1 名古屋錦 グリーンリッチホテル名古屋錦 7,400 円 約 30 分 

2 

名古屋駅

周辺 

チサンイン名古屋 6,900 円(休前日 1,000 円増) 約 25 分 

3 名鉄イン名古屋駅前 7,400 円 約 25 分 

4 ホテルリソル名古屋 8,300 円(休前日 1,000 円増) 約 20 分 

５ イビススタイルズ名古屋 8,500 円(ツイン又はダブルルーム利用) 約 30 分 

６ ヴィアイン名古屋新幹線口 8,300 円 約 25 分 

７ ヴィアイン名古屋駅前椿町 8,300 円 約 20 分 

８ サンルートプラザ名古屋 8,700 円 約 25 分 

９ ベッセルカンパーナホテル名古屋 9,000 円 約 25 分 

１０ 名鉄ニューグランドホテル 10,400 円 約 20 分 

1１ 

金山駅 

周辺 

名鉄イン名古屋金山 7,900 円 約 15 分 

1２ 名鉄イン名古屋金山アネックス 8,700 円 約 15 分 

1３ サイプレイスガーデンホテル 9,700 円 約 15 分 

1４ 笠寺 名古屋笠寺ホテル 8,700 円 徒歩約 6 分 

※食事区分の1泊朝食とは、宿泊の翌朝食が含まれております。 

※上記旅行代金は１泊朝食（諸税・サービス料込）のお一人様あたりの宿泊料金となります。 

（今大会における通信費等が含まれています） 

※食事会場につきましては複数チームご宿泊の場合、他チームと同じもしくは一般のお客様と同じ会場にてご案内させてい

ただく場合がございます。 

※上記料金には個人的に利用されました飲料等は含まれておりません。 

※部屋の確保数には限りがございます。お申込多数の場合には追加で宿泊施設を調整致します。 

※チェックインは午後１５時以降、チェックアウトは午前１０時が原則です。 

※添乗員は同行いたしません。 

(5) 部屋タイプ・配宿 

原則シングルでのご案内となります。他タイプ希望の場合は、別途ご相談下さい。 

※禁煙希望の場合でも、喫煙部屋でのご案内となる場合がございます。その際は消臭対応となります。 

※要項に記載されていない宿泊施設をお客様ご了承の上、ご案内することもあります。 

(6) 朝食 

全宿泊施設において朝食の欠食による払い戻しは致しませんので、ご了承の程お願い申し上げます。 

また朝食内容につきましては、ホテルによりサービス特典としてのご用意もあります。ご了承ください。 

 

４．お弁当のご案内 ※募集型企画旅行には該当致しません。付帯サービスとして承ります。 

大会期間中の昼食弁当の注文を受付けております。WEB サイトにてお申込下さい。 

※期間中、夕食対応が出来ない施設へご宿泊の場合、ご希望で夕食用の弁当を受付させていただきます。 
(1)昼食弁当設定日及び代金 

■昼食弁当 ： 令和３年06月22日（火）・23日（水）・24日（木）・25日（金）・26日（土）・27日(日)の各昼食分 

  弁当代（１食）：＠500円（税込）＜おにぎりセット+バナナ等の個包装でのご提供＞ 

 又は ＠700円（税込）＜通常の箱弁当でのご提供＞ 

(3) お渡し場所 ：昼食弁当／大会会場内の指定場所    

(4) お渡し時間 ：昼食弁当／11:00～12:30 を予定しております。     

(5) 空箱回収時間： 昼食弁当空箱は、14:30までに所定の場所までお持ちいただき回収させていただきます。 

         ＜大会会場内のごみ箱には捨てないように、ご協力お願いします。＞ 

 

 

 



５．申込み後の変更・取消について 

(1) お申込み締切日《５月２１日(金)》まではWEBサイト上にて変更・取消操作が可能です。 

締切日翌日以降は、メールまたはFAXにて当社まで変更等内容をお知らせください。 

電話でのご連絡はお受けしておりません。(宿泊施設との直接連絡はトラブルの原因になりますのでお控えください。) 

(2) 宿泊・弁当の取消料については下記のとおりといたします。（弊社営業時間内でのご連絡 17:30まで） 

①宿泊取消料金（旅行開始日の前日から起算して） 

お申し出日 ８日前まで ７～４日前 ３～２日前 前  日 当  日 
無連絡 

開始後 

宿泊取消料 無料 宿泊代金の 20% 宿泊代金の 30% 宿泊代金の 40% 宿泊代金の 50% 100% 

②弁当取消料金（旅行開始日の前日から起算して） 

お申し出日 2 日前まで 前  日 当  日 無連絡 

弁当取消料 
無料 

15:00 まで無料 

15:00 以降全額 100％ 
全額 100％ 

全額

100％ 

※宿泊の取消に関しましては連泊でのお申込の場合、初日の宿泊日から起算いたします（旅行開始後となります）。２泊目

以降の取消に関しましては旅行開始後となり 100％となります。 

 

６．個人情報の取り扱い 

名鉄観光サービス株式会社は、お申込みの際にご提出いただいた個人情報について、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ための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配

代行者に提供いたします。また、大会主催者事務局に提供いたします。 

それ以外の目的で、ご提供いただく個人情報は利用いたしません。 

当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の店頭またはホームページにてご確認ください。 

 

７．ご旅行条件の要約   

《募集型企画旅行契約》 

宿泊は名鉄観光サービス㈱（愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目14-19官公庁長官登録旅行業55号・以下「当社」という）が

企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。また、契約の内容・

条件とは各プランに記載されている条件のほか、下記条件出発前にお渡しする確定書面及び当社募集型企画旅行契約の部に

よります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。 

（旅行の申し込み及び契約成立）インターネット申込書に必要事項を記入の上、お申し込みください。また、指定の期日までに代金

をお振込みください。本大会は組織募集であり、主催者が確定しているため、旅行契約は申込金なしであっても、申込を頂いた時

点で成立するものとします。 

（旅行代金に含まれるもの）各プランの旅行日程に明示された宿泊費、弁当代、消費税が含まれます。なお、行程に含まれない

交通費等諸費用および個人的費用は含みません。 

（最少催行人数） 1名 

（旅行条件・旅行代金の基準）この旅行条件は令和３年３月５日を基準としています。旅行代金は令和３年３月５日現在有効な運

賃・規則を基準としております。 

 

８．お問合せ・お申込み先   

観光長官登録旅行業第 55 号 

 

旅行企画・実施 名鉄観光サービス㈱ スポーツ総合支店 
総合旅行業務取扱管理者 小川智哉 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-24-8 いちご名古屋ビル５階  

Tel：052-533-5551 ／ Fax：052-571-3883   E-MAIL：miyu.ichikawa@mwt.co.jp 

第７１回全日本実業団バドミントン選手権大会デスク  担当 市川・中岡・井田・鶏徳 

店舗営業時間 ： 平日 10:00～17:30 土・日・祝日休業 

※緊急非常事態宣言等の社会環境により営業時間を変更もしくは店舗の休業となる場合もありますので、ご了承ください。 

 

承認 NO.２１-０００６ 

この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める旅行取引条件説明書面及び

同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部になります。 

旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り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の点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

mailto:miyu.ichikawa@mwt.co.jp

