
魁星旗高校剣道大会 

 

ご宿泊・お弁当（申込要項） 
 

謹啓 春寒の候、貴校におかれましては、益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。 

さて、３月に開催の『魁星旗高校剣道大会』において、宿泊及び昼食弁当を東武トップツアーズ㈱  

秋田支店がお世話させて頂く事になりました。ご参加校の皆様には要項によりご検討の上、別紙申込書

にてお申込みいただきたくご案内申し上げます。 

 つきましては、下記の通りご案内させて頂きますので、お早めにお申込下さいますようお願い申し上

げます。                                        謹白 

                                       

                                     令和３年１２月吉日 

東武トップツアーズ（株）秋田支店 

                                   支店長  中島 明英 

 

１． 宿泊のご案内（募集型企画旅行 最少催行人員 １名 添乗員同行無） 

（１） 宿泊設定日を令和４年３月２６日（土）～２９日（火）までの４泊とし、対象者を参加選手・

引率教員及び関係者とさせて頂きます。 

（２）ご案内する宿泊施設は、秋田市内のホテル・旅館とします。（大会会場より車で３０分以内の施

設を選定しております。）ご希望の施設・タイプに添えますよう努力はいたしますが、ご希望の

施設・タイプが満室の場合には、お客様のご要望に応じて他の施設をご案内させていただく場合

がございます。なお、今大会の受け入れ宿泊先の施設一覧については最終項に記載しております。 

（３）旅行代金は次の通りです。（消費税・サービス料を含みます。） 

※ お部屋は原則として洋室（シングル・ツイン・トリプル）は定員、和室は基本定員マイナス

１名以下でのご利用となります。     

※ 原則として、選手と引率教員の方々は別室にて手配いたします。 

※ 競技日程に伴い欠食の場合は、Ｓ施設はお一人様１泊当たり朝食１，２００円減、     

夕食２，０００円減、その他の施設はお一人様１泊当り朝食７００円減、夕食１，０００円

減となります。 

※ ホテルルートイン土崎は無料朝食付となっております。よって朝食不要の場合でも減額致し

ません。 

 申込 

記号 

宿泊施設タイプ 部屋タイプ 食事条件 旅 行 代 金 

選手 引率教員・関係者 

1 Ｓ 秋田市内ホテル 洋室（１～２名） １泊２食 １３，２００円 １３，２００円 

2 Ａ 秋田市内ホテル 洋室（１～３名） １泊２食 １０，０００円 １０，０００円 

3 Ｂ 秋田市内ホテル 洋室（１～２名） １泊２食 ８，５００円 ８，５００円 

4 Ｃ 秋田市内ホテル 洋室（１～２名） １泊２食 ７，５００円 ７，５００円 

5 Ｄ 秋田市内ホテル 洋室（１～２名） １泊朝食 ７，２００円 ７，２００円 

6 Ｅ 秋田市内旅館 和室（３～５名） １泊２食 ８，８００円 ８，８００円 

7 Ｆ 秋田市内旅館 和室（３～５名） １泊２食 ７，５００円 ７，５００円 



 

【GoTo トラベルについて】  

今後 Go To トラベル事業が再開された場合はこちらの旅行が支援対象となる可能性がございます。 

その場合は、新たな旅行代金をご案内させていただきます。 

 

 

２．お弁当のご案内（旅行契約ではありません） 

（１）宿泊と同時にお申込下さい。お弁当のみのお申込も承ります。 

   設定日：令和４年３月２７日（日）～２９日（火）３日間 

（２）代金・お渡し場所は次の通りです。 

弁当代金 ７００円（税込、お茶無し） 

お渡し時間 10：00～13：00 

お渡し場所 武道館西出口受付 

※ 会場周辺には食事施設がほとんどありませんので、事前にお弁当のお申込をされることをお

勧めいたします。 

※ お弁当の当日販売は致しませんので、必ず事前にお申込下さい。 

 

３．お申込方法及び締切日 

（１） 別紙 旅行条件書を予め確認し、申込用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて お申込下さい。 

（２） 【宿泊利用券】【弁当引換券】及び【請求書】を代表者様宛に２月２８日（月）までに送付致し

ます。お申込及び作業の進行状況により、多少前後することがございますので予めご了承下さ

い。 

（３） 申込締切日   令和４年２月１４日（月）必着 にてお願い致します。 

※ 締切日までに到着した申込書を集約後、配宿作業を開始致します。 

※ 申込締切日よりも遅れる場合は、必ず事前にご連絡下さい。 

 

４．費用のお支払いについて 

（１）【請求書】が到着後、内容をご確認の上、下記指定口座に３月１４日〔月〕午前中までに 

お振込み下さい、尚、予約内容に相違がある場合はお振込み前にお申し出下さい。 

   振込手数料は、お客様ご負担にてお願い致します。 

銀行名：みずほ銀行 東武支店 

口座番号：当座 ７７２３９４６ 

口座名：東武トップツアーズ株式会社 

（２）振込みの際、依頼人の欄に必ず『学校名』をご入力下さい。 

   例：『サキガケコウトウガッコウ』 

（３）ご送金後の変更・取消しにより返金が生じた場合は、ご指定頂きました口座に振込みを致します。 

（４）金融機関発行の『振込金受領書』以外に別途弊社領収証をご要望の際は、最終のご案内書類に同

封の『領収証発行依頼書』にご記入の上予めＦＡＸにて依頼下さい。領収鉦は原則当日会場の『東

武トップツアーツアーズ㈱デスク』にてお渡しいたします（後日郵送させて頂く場合もございま

す） 

 

 

 



 

５．お申込後の変更・取消について 

（１） お申込後に内容の変更・取消が発生した場合、直ちに当支店までＦＡＸにてご連絡願います。 

（ご出発後の連絡は電話にてお受けいたします）。尚、宿泊施設との直接交渉はトラブルの原因

となりますのでお控え下さい。 

（２） 旅行契約成立後、宿泊をお取消しになる場合下表の取消料を申し受けます。 

また、お弁当の取消についても下表にてご確認下さい。 

【ご宿泊】※１泊毎に取消料が発生します 【お弁当】※１食毎に取消料が発生します 

宿泊日の前日から起算して 

宿泊７日前～２日前 
宿泊代金の 20％ 

利用日前日の 14時まで 無料 

宿泊前日  宿泊代金の 40％ 

宿泊当日 宿泊代金の 50％ 利用日前日の 

14時以降及び当日 
全額 

不泊及び無連絡 宿泊代金の 100％ 

 ※３月２６日（土）、３月２７日（日）は支店休業にあたるため、取消しについては宿泊施設

にお申し出下さい。 

※競技結果に伴う当日宿泊の変更・取消については、12時までに、宿泊施設へご連絡願います。

取消の連絡がない場合は無連絡不泊として取扱い、100％の取消料を申し受けます。 

（３）ご返金がある場合は、大会終了後に指定口座へお振込させて頂きます。 

 

６．その他 

（１）大会期間中は、会場周辺の宿泊施設は大変混雑が予想されます。当社は大会実行委員会より

委託され宿泊施設を確保しておりますので、宿泊のお申込みは当社を通して行って

下さい。 

（２）施設の駐車場は有料の場合もございます。予めご了承下さい。尚、貸切バス等大型車でお越しの

際は、宿泊申込書の利用交通機関欄に、必ず○印を付けてお知らせ下さい。 

（３） 大会期間中、お問合せ・ご相談がございましたら、下記のお時間に当社大会会場内特設カウン

ター〔秋田県立武道館〕にお越し下さい。 

３月２７日（日）～３月２８日（月）：１０：００～１６：００ 

３月２９日（火）：１０：００～１４：３０（大会最終日の為） 

 

７．お申込み 

  

【旅行企画・実施】 

東武トップツアーズ株式会社  秋田支店  
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  ボンド保証会員    

      〒010-0951 秋田市山王２丁目１－４０ 田口ビル１階 

             ＴＥＬ：０１８－８６６－０１０９ 

             ＦＡＸ：０１８－８６６－０１７７ 

      営業時間  平日（土日祝日休業）９：３０～１７：３０ 

総合旅行業務取扱管理者 中島 明英  客国 21-394 

担当：高谷 智之・桜庭沙友里 

携帯番号：０８０－２１９５－１８５２〔担当者：高谷〕 
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秋田キャッスルホテル Ｓ 洋室 レストラン 車で約 13分 １５ 有料 有料 

ＡＮＡクラウンプラザホテル秋田 Ｓ 洋室 レストラン 車で約 15分 １５ 有料 有料 

ホテルメトロポリタン秋田 Ｓ 洋室 レストラン 車で約 15分 １５ 有料 有料 

アルバートホテル秋田 Ａ 洋室 レストラン 車で約 10分 ５０ 有料 有料 

ダイワロイネットホテル秋田 Ａ 洋室 レストラン 車で約 10分 ４０ 有料 有料 

ホテルパールシティ秋田川反 Ｂ 洋室 レストラン 車で約 10分 ６０ 有料 有料 

ホテルパールシティ秋田竿灯大通り Ｂ 洋室 レストラン 車で約 8分 ３０ 有料 有料 

アキタパークホテル Ｃ 洋室 レストラン 車で約 7分 100 無料 無料 

ホテルルートイン土崎 Ｄ 洋室 レストラン 車で約 10分 ４０ 有料 有料 

秋田温泉さとみ Ｅ 和室 宴会場 車で約 20分 ８０ 無料 無料 

天然温泉ホテルこまち Ｅ 和室 宴会場 車で約 12分 ２０ 無料 無料 

ホテルなにわ Ｅ 和室 食堂 車で約 15分 ４０ 無料 無料 

ユーランドホテル八橋 Ｆ 和室 食堂 車で約 15分 ３０ 無料 無料 

秋田温泉プラザ Ｆ 和室 大広間 車で約 20分 ２０ 無料 無料 

協働大町ビルおおまち荘 Ｆ 和室 大広間 車で約 12分 ４０ 有料 有料 

ホテル秋月館 Ｆ 和室 大広間 車で約 12分 ３０ 無料 無料 

えびすや旅館 Ｆ 和室 大広間 車で約 15分 ２５ 無料 無料 

ホテル臨海 Ｆ 和室 食堂 車で約 10分 ３０ 無料 無料 


