
第34回

全国クラブ選手権

中地区大会

大会期間

平成26年9月13日（土）～14日（日）

名鉄観光サービス㈱ 一宮支店

〒491-0912

一宮市新生1-1-1（名鉄一宮駅構内）

ＴＥＬ：0586-71-8321 ＦＡＸ：0586-71-8325



ランク ホテル名 食事 お部屋 料金 備考

A

ルートイン一宮駅前 １泊朝食

シングル ７，１００円
朝食・・・バイキング
男女共・・・大浴場あり
一宮駅より徒歩 ２分
一宮市総合体育館まで車で２０分
乗用車駐車場 予約制１泊５００円B ツイン ６，３００円

C

クラシックホテル １泊朝食

シングル ６，９００円 朝食・・・バイキング
一宮駅より徒歩 ３分
一宮市総合体育館まで車で２０分
乗用車駐車場 先着順 無料Ｄ ツイン ６，２００円

Ｅ シルクホテル １泊朝食 シングル ６，８５０円

朝食・・・和定食
一宮駅より徒歩３分
一宮市総合体育館まで車で２０分
乗用車駐車場 先着順１泊５００円

Ｆ
東横イン名古屋
尾張一宮駅前

１泊食事
なし

シングル ６，６００円 朝食・・サービスの軽食有
一宮駅より徒歩３分
一宮市総合体育館まで車で２０分
乗用車駐車場 先着順１泊５００円Ｇ ツイン ５，５００円

Ｈ ルートイン各務原 １泊朝食

シングル ７，４００円 朝食・・・バイキング
岐阜各務原インターより車で１５分
一宮市総合体育館まで車で２５分
乗用車駐車場 先着順 無料ツイン ６，８００円

Ｉ ホテルリソル岐阜 １泊朝食 シングル ８，６４０円

朝食・・・バイキング
岐阜駅より徒歩５分
一宮市総合体育館まで車で２５分
乗用車駐車場 隣接有料駐車場
１泊１０００円

第３４回全国クラブ選手権中地区大会
宿泊・弁当要項

宿泊・弁当等の取扱いは、名鉄観光サービス㈱一宮支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です。
１．基本方針
『第３４回全国クラブ選手権中地区大会』の宿泊および昼食の確保に万全を期することを目的とし、次のよう

に定めます。
• この要項の適用対象者（以下「大会参加者」という）は第３４回全国クラブ選手権中地区大会に参加する選手
・監督・コーチ・応援者・役員（視察員含む）とします。
（２）宿泊・弁当の取扱いは、大会委員会に指定頂いた「名鉄観光サービス（株）一宮支店」（以下、「手配デス

ク」という）が担当します。
２．取扱期間
【平成２６年９月１２日(金）～９月１４日（日） ３日間】 お弁当 ９月１３日（土）～１４日（日） ２日間
《競技日程 ９月１３日（土）～９月１４日（日）》
３．宿泊代金
（１）宿泊代金について 選手・監督・コーチ・役員・乗務員

《原則１泊朝食（食事なしで軽食の施設あり）・ 税・サービス料込み １名様代金 》単位：円



取消料
項 目

４日前まで ３日前～２日前 前 日 当 日 無連絡・旅行開始後

宿泊
（１４名以下）

無料 旅行代金の２０％ 旅行代金の２０％ 旅行代金の５０％ 旅行代金の１００％

宿泊
（１５名以上）

旅行代金の２０％ 旅行代金の２０％ 旅行代金の２０％ 旅行代金の５０％ 旅行代金の１００％

弁当 申込者全員 無 料 無 料 17：00まで無料 １００％ １００％

①宿泊申込書の「希望宿泊区分」欄に、A～Ｉのいずれかご記入して下さい。
②宿泊代金には、連絡通信費・企画料金が含まれています。
③配宿は原則、申込先着順に行います。各ランク及び宿泊の収容人員が満員に達した時は、やむを得ず希望外
または予定宿泊ホテル以外への配宿を行うことがあります。予めご了承下さい。第二希望までご記入していただ
きますようお願いいたします。
④禁煙・喫煙ルームにつきましては、ご希望にそえない場合もございます。
（２）早着・遅着の扱い
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。それ以外によっては、追加料金を徴収
する場合もあります。
（３）欠食控除の取扱い

欠食控除は取り扱いしません。
（４）宿舎の駐車場について

宿泊施設により異なります。宿泊決定通知が届きましたら、各宿舎に直接お問い合わせ下さい。

４．弁当の取扱い
（１)平成２６年９月１３日（土）～９月１４日（日）の２日間、１食７５０円（税込・お茶付）で希望により手配致します。
尚、注文以外の当日販売は行いませんのでご了承下さい。
（２）宿泊申込時に共通の申込書に必要事項を記入し、送付して下さい。
（３）宿舎到着後の変更については、前日１６時００分までに手配デスクまでお申し出下さい。
（４）弁当は競技場の指定された弁当引換所にて１１：００～１３：００の間にチーム毎に受け取って下さい。
（５）食品衛生上、弁当受取後、１時間以内にお召し上がり下さい。
（６）空箱の回収を行いますので、１４時００分までに受け渡し場所にお持ち下さい。
（７）その他、詳細は監督会議にて説明します。
５．変更・取消

■日程： 初日 自宅又は前泊地⇒一宮（各務原・岐阜）泊（食事 夕食無し）／
最終日 一宮（各務原・岐阜）⇒自宅又は後泊地（食事 朝食）
（移動 各自にて、添乗員は同行しません。最少催行人員１名）

６．お申込み方法
（１）申込方法・締切日について
①出場が決定次第、所定の申込用紙に必要事項を記入しＦＡＸ又はメールにて下記までお申込み下さい。
②お申込み以降の変更･取消しについては必ずＦＡＸ又はメールにてご連絡下さい。配宿後も同様です。
③申込締切りは平成２６年８月８日（金）とします｡
※電話によるお申込・変更・取消は受付いたしません。
（２）宿泊決定通知・精算について
①責任者様宛に８月２２日（金）までにご記入いただいた書類送付先に宿泊確認書・弁当確認書・請求書を
送付致します。（間際の申込には、ＦＡＸでの回答となる場合がありますので、ご了承下さい。）
②確認書到着後、指定口座へ８月２９日(金)までにお振込み願います。 振込手数料はご負担願います。
③変更・取消により生じた差額は、大会終了後振込にてご指定の口座にご返金致します。
④領収書が必要な場合は、手配デスクまでＦＡＸ又はメール、または、大会当日ツアーデスクまでご提出下さ
い。
大会終了後、申込責任者宛に郵送致します。



名鉄観光サービス株式会社 一宮支店
「第３４回全国クラブ選手権中地区大会 手配デスク」
総合旅行業務取扱管理者 森川洋司 観光庁長官登録旅行業第５５号 日本旅行業正会員
担当：森 理考
〒491-0912 一宮市新生１－１－１（名鉄一宮駅構内）
営業時間：月曜日～ 金曜日 （９：００～１８：００）土･日曜･祝日は休み

ＴＥＬ：０５８６－７１－８３２１ ＦＡＸ：０５８６－７１－８３２５
mail: masashi.mori＠mwt.co.jp

振込先 三菱東京ＵＦＪ銀行 新東京支店 普通預金 3318471 メイテツカンコウサービス（カ

個人情報の取扱いについて
当社は、お申込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利
用させていただくほか、お客様がお申込み頂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及
びそれらのサービスの受領の為の手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
上記以外の目的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。

（３）申込・お問い合わせ 企画・実施

７．輸送・その他
（１）各発地空港（駅）から愛知県までの往復交通機関（航空機・JR）のご手配を承ります。ご相談ください。
（２）愛知県内での貸切バス等輸送のご相談も受付けております。ご相談ください

詳しい旅行条件書を説明した書面をお渡しいたしますので事前に確認の上お申し込み下さい。
この旅行条件は２０１４年 ６月２７日現在の運賃・料金を基準としています。



申込日

チーム名
希望宿泊
区分記号

NO. 氏 名 区分 性別

宿泊 弁当 連絡事項
（禁煙・喫煙希望

など）
１２日
（金）

１３日
（土）

１４日
（日）

13日
（土）

14日
（日）

例 名鉄 太郎 監督 男 ○ ○ ○ 喫煙

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合 計

※区分欄には、選手・監督・コーチ・役員・乗務員の別を記入して下さい。

※個人別に宿泊日・弁当の希望日欄に○印を付けてください。

※記入欄が不足の場合は、コピーしてお使いください。

※申込締切日 ８月８日（金）18：00迄必着とさせていただきます。

※申込先：名鉄観光サービス㈱一宮支店 担当：森 ＦＡＸ：０５８６－７１－８３２５ 4

第３４回全国クラブ選手権中地区大会 宿泊・弁当申込書



ルートイン一宮駅前

宿泊施設のご案内

〒４９１－０９１２ 一宮市新生1丁目２－１１

朝食 バイキング

大浴場施設 男女共 有り

主な部屋設備 ：バス・トイレ・シャワー・テレビ・冷蔵庫・ズボンプレッサー

アクセス 一宮駅より徒歩2分
一宮市総合体育館まで車で20分

乗用車駐車場 完全予約制 1泊500円



クラシックホテル

宿泊施設のご案内

〒４９１－０８５８ 一宮市栄３丁目３－１０

朝食は健康和洋バイキング

全室充実のアメニティ

主な部屋設備： バス・トイレ・シャワー・テレビ・冷蔵庫

アクセス 一宮駅より徒歩3分
一宮市総合体育館まで車で20分

乗用車駐車場 先着順 45台 無料



シルクホテル

宿泊施設のご案内

〒４９１－０９１２ 一宮市新生２丁目５－３２

朝食は家庭的な和定食

全室有線ＬＡＮ完備

主な部屋設備 バス・トイレ・シャワー・テレビ・冷蔵庫

アクセス 一宮駅より徒歩3分
一宮市総合体育館まで車で20分

乗用車駐車場 先着順 7台 500円



東横イン名古屋尾張一宮駅前

宿泊施設のご案内

〒４９１－０８６１ 一宮市栄４丁目４-１０

朝食は無料の軽食有

主な部屋設備 バス・トイレ・シャワー・テレビ・冷蔵庫

アクセス 一宮駅より徒歩2分
一宮市総合体育館まで車で20分

乗用車駐車場 先着順 500円



ルートイン各務原

宿泊施設のご案内

〒５０４－０８５５ 各務原市蘇原新栄町１－９７－１

充実した朝食バイキング

大浴場施設 男女共 有り

主な部屋設備 バス・トイレ・シャワー・テレビ・冷蔵庫・加湿空気清浄機

アクセス 東海北陸道岐阜各務原小牧
インターより車で15分

一宮市総合体育館まで車で25分

乗用車駐車場 先着順 70台 無料



ホテルリソル岐阜

宿泊施設のご案内

〒５００－８１７５ 岐阜市長住町５－８

人気のパンもある朝食バイキング

アロマリラクゼーション施設も併設

主な部屋設備 バス・トイレ・シャワー・テレビ・冷蔵庫

アクセス 岐阜駅より徒歩5分
一宮市総合体育館まで車で25分

乗用車駐車場 隣接契約駐車場
有料 1000円


