第６８回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会

宿泊・昼食弁当申込要項

この度第６８回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会が「熊谷スポーツ文化公園陸上競技場」にて開催されるにあ
たり、私共東武トップツアーズでは、選手及び関係者皆様の宿泊・昼食弁当のご利用について日本実業団陸上競技連
合様よりご用命いただきました。皆様のご参加をお待ち申し上げております。
１． 宿泊について＜東武トップツアーズ㈱による募集型企画旅行＞最少催行人数 1 名、添乗員は同行しません。
(１) 宿泊取扱期間：２０２０年９月１７日（木）泊～９月１９日（土）泊の３泊
(２) 宿泊代金（1 泊当たり）：＜定員利用のお１人様料金、サービス料・消費税（１０％）込み＞

No.

宿泊ホテル名

ホテルヘリテイジ
1

埼玉県熊谷市小江川 228
TEL：048-536-1212

部屋タイプ 宿泊代金
シングル
1名1室

9,000 円

ツイン
2名1室

8,000 円

食事条件

駐車場

450 台
1 泊朝食付
無料先着順

アクセス
・東武東上線森林公園駅/JR 高崎線熊谷
駅より無料シャトルバスあり
・関東自動車道東松山 IC より車で 15 分

9/18-20 はホテル⇔競技場間の無料シャトルバス運行あり(1 時間に 1 本程度運行予定)
マロウドイン熊谷
2

埼玉県熊谷市銀座 1-64
TEL:048-525-7611

3

熊谷ロイヤルホテル
すずき
埼玉県熊谷市宮前町 2-51
TEL：048-521-0523

東横 INN 熊谷駅北口
4

5

埼玉県熊谷市筑波 3-84-2
TEL：048-599-1045

ホテルルートイン
熊谷
埼玉県熊谷市石原 1193-1
TEL050-5847-7450

6

ルートイン
グランティア羽生
SPA RESORT

シングル
1名1室

9,000 円

65 台
・JR 高崎線熊谷駅北口より徒歩約 10 分
１泊朝食付 有料先着順 ・関越自動車道東松山 IC より車で
(600 円)
約 25 分

シングル
1名1室

9,000 円

１泊朝食付

シングル
1名1室

9,500 円

32 台
・JR 高崎線熊谷駅北口から徒歩 3 分
無料朝食 有料先着順
・上越新幹線熊谷駅北口から徒歩 3 分
(500 円)

シングル
1名1室

9,500 円

無料朝食

シングル
1名1室

・東北自動車道羽生 IC より車で約 15 分
300 台
11,000 円 １泊朝食付
・東武伊勢崎線・秩父鉄道
無料先着順
羽生駅 西口より徒歩 3 分

埼玉県羽生市西 3-19-3
TEL：048-560-3555

ホテルルートイン鴻巣
7

埼玉県鴻巣市袋 791 番地 1
TEL：050-5847-7722

22 台
・JR 高崎線熊谷駅から徒歩 2 分
無料先着順

シングル
1名1室

9,500 円

無料朝食

196 台 ・関越自動車道花園 IC より車で約 22 分
無料先着順 ・秩父鉄道石原駅より車で約 5 分

・関越自動車道東松山 IC より車で
約 28 分
136 台
・東北自動車道 羽生 IC より車で
無料先着順
約 31 分
・JR 高崎線吹上駅より車で約 5 分

※宿泊申込受付は先着順となります。ご希望のホテルが定員オーバーの場合は、事前に連絡の上、他施設をご案内
させていただく場合がございます。
※上記以外の宿泊希望日がございましたら、申込書の備考欄にご記入ください。
※禁煙のお部屋に空きが無い場合には、消臭対応にて喫煙部屋をご利用頂く場合がございます。
※無料朝食とは、ホテルが宿泊者に対して無料で提供する朝食となります。
※駐車場の予約はできません。現地ホテルにて利用手続き・ご精算をお願いします。
※チェックインの際、弊社発行の予約確認書をお持ちいただき、当日フロントに提示ください。
２． 昼食弁当について
昼食弁当の事前注文を承ります。弁当は旅行契約に該当しません。旅行条件は適用されません。
設定日：２０２０年９月１８日(金) ～ ９月２０日(日)
1 個 ９００円(税込み・お茶付) お弁当は、日替わり弁当となります。
※後日お送りする予約確認書と引き換えに、お弁当を競技場にてお渡しする予定です。
詳細は予約確認書にてご連絡致します。
※お弁当のみの注文も承ります。
３． お申込方法
別紙の旅行条件書を事前にご確認の上、申込書に必要事項をご記入いただき、FAX またはメールにて
お申込みください。
<宿

泊>お申込締切日：２０２０年８月１７日(月)１７：３０必着
お 振 込 期 日：２０２０年８月２５日(火)
<昼食弁当>お申込締切日：２０２０年９月４日(金)１７：３０必着
お 振 込 期 日：２０２０年９月１０日(木)
(1)お申込が確認出来次第､請求書を発行しメールにてお送りさせていただきます。
内容をご確認の上、上記記載のお振込期日までにお支払いをお願い致します。
※振込手数料はお客様の負担となりますので予めご了承ください。
※カード決済をご希望の方は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
(2)ご入金の確認が取れ次第、予約確認書をメールにてお送りさせていただきます。
ご出発当日は、
「予約確認書」をお忘れなくご持参いただくようお願い申し上げます。
４． 個人情報の取扱
お申し込みの際にご記入頂いたお客様の個人情報（氏名・住所・電話番号・メールアドレス等）につきましては、
お客様との連絡、今大会における運送・宿泊機関などの提供するサービス手配や手続きに必要な範囲内において、
東武トップツアーズ株式会社 東京スポーツ営業部および大会事務局（日本実業団陸上競技連合）が共同して利用
させて頂きます。その他、個人情報の取扱につきましては旅行条件説明書に明記しております。
お申込みにあたっては必ず内容をご確認・ご同意の上、ご記入いただきますようよろしくお願い申し上げます。
５． キャンセルの場合の取消し料（お一人様）
＜宿泊＞ 旅行契約成立後お取消しになる場合、下表の取消料を申し受けます。
なお、９月１７日（木）以降のお取消しについては直接宿泊施設へお申し出ください。
旅行契約の解除期日
取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２０日目
(日帰り旅行にあたっては １０日目)にあたる日以降
８日目にあたる日まで

旅行代金 20%

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目に
あたる日以降２日目にあたる日まで

旅行代金の 30%

旅行開始日の前日

旅行代金の 40%

旅行開始当日

旅行代金の 50%

旅行開始後又は無連絡不参加の場合

旅行代金の 100%

※宿泊については申込泊数分が 1 つの募集型企画旅行となります。契約成立後に解除される場合は
合計宿泊代金に対し上記の取り消し料を申し受けます。旅行開始後の取消については 100%の取消料を
申し受けることとなり、返金はございません。
<お弁当> ９月１１日(金)以降のお取消しについては、代金の１００%の取消料を申し受けます。
６． お問合わせ・申込先
【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業第３８号（一社）日本旅行業協会正会員

東武トップツアーズ株式会社 東京スポーツ営業部
営業時間 月～金 ０９:３０～１７:３０（土日祝日休業）

ボンド保証会員
承認番号客国20－161

〒１６０－００２３ 東京都新宿区西新宿７－５－２５ 西新宿プライムスクエア１６階
ＴＥＬ：０３－５３４８－２７３０
ＦＡＸ：０３－５３４８－２７３１
総合旅行業務取扱管理者 小井土 忍

担当: 向瀬美佳 / 杉野亜希子

tobutop-athletics@tobutoptours.co.jp

