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１．宿泊プラン利用のお願い

　この度は第33回全国高等学校体操競技選抜大会への出場、誠におめでとうございます。

　この大会は、平成２９年に開催する「愛顔
えがお

つなぐえひめ国体」の競技別リハーサル大会に位置付け

られていることから、宿泊業務においても、様々なノウハウを得て、万全な体制で「愛
 え

顔
がお

つなぐえひめ

国体」を迎えたいと考えております。

　そのため、愛
  え

顔
がお

つなぐえひめ国体・えひめ大会松山市実行委員会では、松山市内の宿泊施設の

協力のもと、大会に参加される皆様が大会期間中、快適に過ごせるように宿泊施設をご用意しました。

　つきましては、参加される皆様には、上記の趣旨をご理解いただき、本しおりで手配する宿泊施設

をご利用されますようご協力をお願いいたします。

２．宿泊プランについて 【（株）近畿日本ツーリスト中国四国との募集型企画旅行契約となります。】

（11・12ページ記載の旅行条件書をご参照ください。）

Ⅰ　宿泊プラン

　大会に参加される選手・監督・役員等の皆様の宿泊の手配は、（株）近畿日本ツーリスト中国四国

松山支店が一括して行いますので、必ず同封した宿泊プラン申込書（兼来会意向調査書）にて必要

事項をご記入のうえ、お申込みください。なお、宿泊プランの手配期間は、平成２９年３月２２日（水）～

２４日（金）までです。

　宿泊プランの手配における事務局は、（株）近畿日本ツーリスト中国四国　松山支店「第３３回全国

高等学校体操競技選抜大会　宿泊・弁当担当」となります。（担当：広畠・戒田・河野）

－　１　－－　１　－



□宿泊一覧表

※手配期間：平成２９年３月２２日（水）・２３日（木）・２４日（金）

※　ツインルームは、２名一室のお一人様の料金となります。

※　駐車場ご利用の場合は、各チーム毎に現地にてご精算ください。（施設により台数制限あり）

＜大会会場へのアクセスについて＞

★愛媛県総合運動公園

　 住所：松山市上野町乙46番地

〇松山市内（JR松山駅・県庁・大街道周辺）より車で約40分

8
ホテルアビス松山

(県庁前)
6:30〜

バイキング
シングル 7,200円 朝食付

－　２　－

ターミナルホテル松山
(JR松山駅前)

600円

540円

500円
6:30〜

バイキング
※夕食もバイキング

シングル 8,800円 2食付
6:40〜

セットメニュー
※夕食もセットメニュー

ツイン 6,500円

ホテルクラウンヒルズ松山
(JR松山駅前)

シングル

8,800円

朝食付

700円

6:30〜
バイキング

5

シングル 7,400円 6:30〜
バイキング

600円

4

3

6

シングル

9.000円

8,800円

シングル

7
ホテルサンルート松山

(JR松山駅前)

駐車場
（１台１泊）

朝食
（時間・内容）

ホテルチェックイン松山
(大街道)

7,600円 朝食付

600円

700円

8,900円 2食付
6:30〜

バイキング
※夕食もバイキング

540円

6:00〜
バイキング

※夕食はセットメニュー

2食付

ホテル勝山
(勝山町)

シングル 9,600円

食事条件

2
東京第一ホテル松山

(南堀端)
2食付

6:00〜
バイキング

※夕食はセットメニュー

1

区分 ホテル名
（路面電車の最寄電停）

部屋タイプ ご旅行代金

シングル

スカイホテル松山
(JR松山駅前)

2食付
ツイン 9,000円

ツイン



３．ご旅行に関する注意事項

①　ご旅行代金は、「１泊朝食付」または「１泊２食付」とし、食事を欠食した場合（事前にお申し出いた

　　だいた場合を除く）は、原則として代金の払戻しはできません。

②　宿泊施設はすべて松山市内の施設です。１室あたりの利用可能人数は、シングルは１名様、ツイ

　　ンは２名様となります。

③　希望の宿泊施設がある場合は、宿泊プラン申込書（兼来会意向調査書）１枚目の「希望する宿泊

　　施設」に必ず第３希望までご記入ください。なお、申込書の受付順に配宿するため、ご希望に沿う

　　ことができない場合がありますので、予めご了承願います。

④　部屋タイプにご希望がございましたら、宿泊プラン申込書２枚目の備考欄にご記入ください。シン

　　グルの希望がない場合、監督・マネージャーも選手と同部屋になりますので、予めご了承ください。

　　但し、配宿状況によってはご希望に沿えない場合もございます。

⑤　禁煙ルームには限りがあります。満室の場合は、消臭対応させていただく場合もございますので、

　　予めご了承ください。禁煙ルームをご希望の際には備考欄にご記入ください。

⑥　個人勘定（ルームサービス等）及びそれに伴う諸税・サービス料は各自でご精算ください。

４．宿泊プラン申込方法

　宿泊プランの申込みについては、同封の宿泊プラン申込書（兼来会意向調査書）をご使用ください。

　なお、記入及び申込みにあたっては、４・５ページの記入例及び６ページの宿泊プラン申込書（兼来

会意向調査書）記入における注意事項を参考に記入し、平成２９年２月６日（月）まで必着にて、

10ページ記載の「（各種）申込・問い合わせ先」へ郵送またはＦＡＸにてお申込みください。

（個人情報保護の観点から、申込書をＦＡＸする際は番号の押し間違いにご注意いただき、お手数

　ですが、送信後に着信の確認をお願いいたします。）

－　３　－



※宿泊の手配を希望しない場合でも、お手数ですが、ご提出をお願いいたします。

宿泊責任者 愛媛　太郎 ＦＡＸ ○○○－○○○－○○○○

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ○○○@○○○.ne.jp 携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ○○○@○○○.ne.jp

来会利用交通機関 　１．ＪＲ　２．航空機　３．持込車両（下欄に台数を記入）　４．その他（　　　　　　）

宿舎への持込車両

　有　・　無　　⇒有の場合は、車種及び台数を下記に記入。

　１．バス　（大型　　台・中型　　台・小型　　台）　　２．ワゴン車　（　　台）

参加区分

　１．選手監督
　２．視察員
　３．報道関係
　４．その他　（　　　　　　　　　　）

電　話

（自宅）　○○○－○○○－○○○○

（勤務先）○○○－○○○－○○○○

（携帯）○○○－○○○○－○○○○

氏　名 愛媛　太郎
ﾌﾘｶﾞﾅ マツヤマシ

住　所
（送付先）

〒○○○－○○○○

団体名 松山市 愛媛県松山市○○町○○○

都道府県 愛媛県

連絡責任者

ﾌﾘｶﾞﾅ エヒメ　タロウ

申込先　（株）近畿日本ツーリスト中国四国　松山支店　　ＦＡＸ０８９－９３３－６２７７

申込日：平成２９年　　月　　日

第３３回全国高等学校体操競技選抜大会

（愛
  え

顔
がお

つなぐえひめ国体体操競技リハーサル大会）

宿泊プラン申込書　兼　来会意向調査書　（２枚中１枚目）

記入例

注１）　宿泊プラン申込書により宿泊施設を決定いたしますので、「宿泊プラン・弁当のしおり」をご参照のうえ、

　　　　記入漏れのないよう、お願い申し上げます。

注２）　申込みにあたっては、この申込書をコピーして控として保管し、原本を送付してください。

注３）　部屋数等の都合により、希望の宿泊施設に配宿できない場合がございますので、予めご了承ください。

宿泊希望日 ３月２２日（水） ３月２３日（木）

女　性 ０　名　 ０　名　

３月２４日（金）

希望する宿泊施設
（どちらかに○）

男　性 ４　名　 ４　名　 ４　名　

有　・　無

　第１希望：区分　１　　（ホテル名）　スカイホテル松山

　第２希望：区分　２　　（ホテル名）　東京第一ホテル松山

　第３希望：区分　７　　（ホテル名）　ホテルサンルート松山

到着日時と場所 　平成２９年　３月　２２日　（水）　　午前・午後　１０時頃　　場所：松山空港

宿泊プラン
申込

要　・　不要
不要の場合
の宿泊先

施設名 電話番号

競技会場への
移動交通手段

　１．持込車両やレンタカー　（　１台）　　　　　　２．公共交通機関
　３．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

宿舎への持込車両 　１．バス　（大型　　台・中型　　台・小型　　台）　　２．ワゴン車　（　　台）
　３．普通車　（　１台）　　４．その他　（　　　　　　　　）

０　名　

合　計 ４　名　 ４　名　 ４　名　

注３）　部屋数等の都合により、希望の宿泊施設に配宿できない場合がございますので、予めご了承ください。

－　４　－



3/22 3/23 3/24

（水） （木） （金）

国体　次郎
3 選手

コクタイ　ジロウ
16

第３３回全国高等学校体操競技選抜大会

（愛
  え

顔
がお

つなぐえひめ国体体操競技リハーサル大会）

宿泊プラン申込書　兼　来会意向調査書　（２枚中２枚目）

愛媛　太郎
○

○ ○ ○

○ ○ ○

2 選手
コクタイ　イチロウ

17

○

男・女

○

宿泊希望日に○をする

申込先　（株）近畿日本ツーリスト中国四国　松山支店　　ＦＡＸ０８９－９３３－６２７７

申込日：平成２９年　　月　　日

シングル
国体　一郎

1 監督
エヒメ　タロウ

42 男・女

番号
参加
区分

記入例

ﾌﾘｶﾞﾅ

年齢 性別 （シングル以外の場合

同室者番号の記入）

備　考

　（禁煙ルームを

希望等の記入）　

部屋タイプ

氏名

シングル

4 選手
コクタイ　サブロウ

16 男・女 ○ ○
国体　三郎

禁煙ルーム

禁煙ルーム

禁煙ルームツイン①

男・女

ツイン①

○

注１）　宿泊プラン申込書により宿泊施設を決定いたしますので、「宿泊プラン・弁当のしおり」をご参照のうえ、

　　　　記入漏れのないよう、お願い申し上げます。

注２）　申込みにあたっては、この申込書をコピーして控として保管し、原本を送付してください。

注３）　部屋数等の都合により、希望の宿泊施設に配宿できない場合がございますので、予めご了承ください。

男・女

5 男・女

6

8 男・女

7 男・女

10 男・女

9 男・女

－　５　－



【宿泊プラン申込書（兼来会意向調査書）記入における注意事項】

　＜記入例について＞

①　参加区分ごとに申込書を分けて記入してください。

②　宿泊責任者欄は、宿泊者の中から１名を選び記入してください。

③　連絡担当者には、今後（株）近畿日本ツーリスト中国四国より宿泊等に関する連絡をさせていただ

　　くことになりますので、連絡や書類の送付ができる方の住所（送付先）・電話番号（自宅または勤務

　　先、及び携帯電話）・ＦＡＸ番号等を漏れのないようにご記入ください。

④　来会利用交通機関欄は、来会時の交通手段を記入してください。

⑤　宿舎への持込車両欄は、宿舎へ持ち込む車両の有無について、いずれかに〇を付けてください。

　　有の場合は車種及び台数を具体的に記入してください。またレンタカーを駐車する場合にも記入し

　　てください。

　　　なお、駐車料金は２ページに記載しておりますので、そちらをご参考ください。基本的には駐車場

　　利用は有料となります。宿舎内に該当施設がない場合は、提携駐車場や近隣駐車場について、

　　直接宿舎にご確認ください。

⑥　競技会場への移動交通手段欄は、該当するものに〇を付けてください。

⑦　到着日時と到着場所欄は、来会する予定日時及び到着場所を記入してください。

⑧　宿泊プラン申込の欄は、「要」・「不要」のいずれかに〇を付けてください。「不要」の場合は、宿泊

　　先を記入してください。「要」の場合、宿泊施設を第３希望まで記入してください。特に宿泊施設の

　　希望がない場合は「無」に〇を付けてください。こちらで宿泊施設を決定し、ご案内いたします。

⑨　宿泊希望日欄には、予定宿泊を希望する日にそれぞれ〇を付け、日ごとに男女別の宿泊者の合

　　計人数を記入してください。

⑩　申込書２枚目の宿泊者欄には、宿泊者の氏名、フリガナ及び年齢を記入し、参加区分に番号を

　　記入してください。また、性別の区分に〇を付けてください。

⑪　申込書２枚目の部屋タイプを記入し、禁煙ルームなどの希望があれば備考欄に記入してください。

　＜その他＞

①　申込にあたっては、宿泊プラン申込書（兼来会意調査書）をコピーのうえ「控え」として保管し、原

　　本を送付してください。（ＦＡＸ可）

②　平成２９年２月２８日（火）までに、「予約決定通知書兼変更・取消申込書」を連絡責任者様宛てに

　　郵送いたします。

③　宿泊プラン申込書により宿泊施設を決定しますので、「宿泊プラン・弁当のしおり」を参照のうえ、

　　記入漏れのないようお願いいたします。

④　宿泊プラン申込書は、来会意向調査も兼ねておりますので、宿舎の手配を利用されない方も不要

　　の場合の宿泊先欄まで記入してください。

－　６　－



５．宿泊プランの取消及び人数の変更

　宿泊プランの取消及び人数の変更は、「予約決定通知書兼変更・取消申込書」の到着後、変更部分

を直接訂正し10ページ記載の「（各種）申込・問い合わせ先」へ郵送またはＦＡＸにて連絡してください。

なお、変更・取消基準日は、訂正された「予約決定通知書兼変更・取消申込書」を受理した日時としま

す。ご宿泊当日の宿泊プランの取消及び人数の変更は、競技会場内専用デスクへお申し出ください。

６．宿泊プランの取消料

（１）　すべての大会参加のお客様が旅行契約締結後、お客様のご都合により、契約を解除される場

　　　合の取消料は、次のとおりとします。

　宿泊日の８日前まで 　不要

　宿泊日の７日前から２日前まで 　宿泊料金の３０％

　宿泊日の前日まで 　宿泊料金の４０％

　宿泊日の当日１２時まで 　宿泊料金の５０％

　宿泊日の当日１２時以降の解除または無連絡不参加 　宿泊料金の１００％

７．ご旅行代金の精算

　ご旅行代金の精算は、宿泊プラン申込書（兼来会意向調査書）の受領後、請求書を送付させてい

ただきますので、平成２９年３月１３日（月）までにお振込みください。恐れ入りますが、振込手数料は

申込者様にてご負担願います。宿泊プランの取消に伴う返金に関しては、大会終了後、速やかに責

任者様の銀行口座にご返金させていただきます。その際に発生する振込手数料は差し引いてのご

返金になります。なお、直接宿泊施設での精算はできませんので予めご了承願います。

８．その他の注意事項

①　お申込みの際にご提出いただいた書類及び当該書面記載の個人情報については、大会事務局

　　と（株）近畿日本ツーリスト中国四国　松山支店が共同で利用し、参加者との連絡調整、手配及び

　　宿泊業務遂行に必要な範囲内に限定して利用させていただきます。

②　大会当日の変更及び取消等は、競技会場内専用デスクで対応いたします。

－　７　－

契約解除の日 宿泊取消料



１．昼食弁当について

　第３３回全国高等学校体操競技選抜大会（愛
  え

顔
がお

つなぐえひめ国体体操競技リハーサル大会）に参加

される選手・監督・視察員等の皆様の昼食弁当のご予約を承ります。お申込みについては下記をご覧

ください。（なお、大会・競技役員の方については、事務局で一括して手配いたしますので、お申込み

の必要はありません。）

　手配可能日は平成２９年３月２３日（木）～２４日（金）です。

※当日販売はございません。

２．弁当の代金

　１個　７５６円　（お茶付き、税込み）

３．弁当の引換え

　弁当の引換えについては、競技会場に設ける弁当引換所において行います。

Ⅱ　昼食弁当

　引換え時間は１１時００分～１３時３０分までです。１３時３０分以降は引換えいたしません。この場合、

弁当代金の払戻しはできませんのでお早目の引換えをお願いいたします。

　弁当はお申込み後に送付する予約確認書と引換えにてお渡ししますので、忘れずにお持ちください。

なお、予約確認書の再発行はいたしませんので、紛失等にご注意ください。

４．弁当の申込方法及び取消・変更

（１）　申込方法

　　　　同封の弁当申込書（兼予約確認書）に必要事項をご記入のうえ、平成２９年２月６日（月）まで

　　　必着で10ページ記載の「（各種）申込・問い合わせ先」へ、郵送またはＦＡＸでお申込みください。

　　　申込書を受領し、予約確認書をＦＡＸにて返送した後、請求書を郵送いたします。

　　　　※宿泊施設での弁当申込みは取り扱っておりませんので、ご注意ください。

（２）　取消・変更

　　　※大会開催前のみ受付けます。大会開催中に取消・変更はできません。

　　　　弁当申込書を加筆修正のうえ、申込先までＦＡＸにてご連絡ください。なお、この受付日時は、

　　　ＦＡＸが到着した日時とします。（土、日、祝日は定休日のため、翌営業日扱いとなります。）

　　　　※電話でのご連絡は間違いの原因になる恐れがあるため、お受けいたしません。予めご了承

　　　　　ください。　　　　　ください。

－　８　－



（３）　昼食弁当取消料

　３月２１日（火）　１８時まで 　不要

　上記以降 100%

５．弁当代金の精算

　弁当代金の精算は、弁当申込書を受領後、平成２９年２月２８日（火）までに請求書を送付させてい

ただきますので、平成２９年３月１３日（月）までにお振込みください。恐れ入りますが、振込手数料は

申込者様にてご負担願います。なお、予約確認書は大会当日、忘れずにお持ちください。弁当の取

消に伴う返金に関しては、大会終了後、速やかに責任者様の銀行口座にご返金させていただきます。

その際に発生する振込手数料は差し引いてのご返金になります。なお、競技会場内専用デスクでの

精算はできませんので予めご了承願います。

６．お願い

　弁当引換え後は消費期限までにお召し上がりください。

　弁当空き容器等は、ご利用日の１４時３０分までに弁当引換所へお持ちください。

　この時間内にお持ちいただけない場合は各自で処分していただくことになりますのでご注意ください。

－　９　－

申出日 弁当取消料



　宿泊・弁当のお支払いは、お申込み後に送付する請求書に記載されている振込口座までお振込み

ください。（振込手数料については、恐れ入りますが、申込者様にてご負担願います。）

　その他、ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

Ⅲ　精算方法

（各種）申込・問い合わせ先

〒790-0003　　愛媛県松山市三番町４丁目９－５　松山センタービル３Ｆ

（株）近畿日本ツーリスト中国四国　松山支店

（観光庁長官登録旅行業第1926号）

「第３３回　全国高等学校体操競技選抜大会　宿泊・弁当」　係

　

ＴＥＬ：０８９－９４１－４５３３

ＦＡＸ：０８９－９３３－６２７７

営業時間　　平日　１０：００　～　１７：３０　（土・日・祝日　休業）

－　１０　－



ご旅行条件書　要約　（募集型企画旅行契約）　・・・　宿泊プラン

※お弁当は、募集型企画旅行契約には該当しません。

お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご確認いただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

●募集型企画旅行契約

　　この旅行は株式会社近畿日本ツーリスト中国四国（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、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（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また契約の内容・

　　条件は、出発前にお渡しする確定書面、及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。

●旅行のお申し込み及び契約成立時期

　　（１） 所定の申込書に所定の事項を記入し、お申込みください。

　　（２） 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。但し、本契約に関しまして

　　　　　は、後日送付する請求書に基づく旅行代金のお振込が完了した時点で、旅行契約が成立したものとします。

●旅行代金のお支払い

　　旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって８日目に当たる日よりも前（もしくは当社が指定する期日まで）にお支払

　　ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸

　　費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日

　　といたします。

●旅行代金に含まれるもの

　　各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、旅行

　　取扱料金及び消費税等諸税。

　　上記の諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても原則として払戻いたしません。

　　（行程に含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）

●取消料

　　旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

　　　　

－　１１　－

Ⅳ　旅行条件書

　　契約解除の日

　　宿泊日の８日前まで

　　宿泊日の７日前から２日前まで

　　宿泊日の前日まで

　　宿泊日の当日　１２時まで

　　宿泊日の当日　１２時以降の解除又は無連絡不参加 　　旅行代金の　１００％

　　取消料

　　無　料

　　旅行代金の　　３０％

　　旅行代金の　　４０％

　　旅行代金の　　５０％



●特別補償

　　当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償

　　規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に

　　被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。

　　　　・死亡補償金：１，５００万円　　　・入院見舞金：２～２０万円　　　・通院見舞金：１～５万円

　　　　・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。）

　　　身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状（継続的

　　　に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みます。

　　　ただし、細菌性食物中毒は含みません。＜免責事項＞

●国内旅行保険への加入について

　　旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損

　　害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保

　　するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、お問合せください。

●事故等のお申出について

　　旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、

　　お申込箇所にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）

●個人情報の取扱について

　　当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利

　　用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、大会運営に伴い情報共有のため大会

　　主催事務局へ情報を提出し利用させていただきます。

●旅行条件・旅行代金の基準

　　この旅行条件は２０１６年１２月１日現在を基準としています。又、旅行代金は２０１６年１２月１日現在の有効な運賃・料金を

　　基準として算出しています。

総合旅行業務取扱管理者　　中田卓実

旅行企画・実施　　株式会社近畿日本ツーリスト中国四国　松山支店

観光庁長官登録旅行業第1926号

一般社団法人日本旅行業協会正会員　　ボンド保証会員

－　１２　－



※宿泊の手配を希望しない場合でも、お手数ですが、ご提出をお願いいたします。

注１）　宿泊プラン申込書により宿泊施設を決定いたしますので、「宿泊プラン・弁当のしおり」をご参照のうえ、

　　　　記入漏れのないよう、お願い申し上げます。

注２）　申込みにあたっては、この申込書をコピーして控として保管し、原本を送付してください。

注３）　部屋数等の都合により、希望の宿泊施設に配宿できない場合がございますので、予めご了承ください。

希望する宿泊施設
（どちらかに○）

合　計 名　 名　

宿泊希望日

男　性

女　性

名　

名　

名　

名　

３月２２日（水）

有　・　無

　第１希望：区分　　　　（ホテル名）

　第２希望：区分　　　　（ホテル名）

電話番号

名　

３月２４日（金）

名　

名　

　第３希望：区分　　　　（ホテル名）

申込先　（株）近畿日本ツーリスト中国四国　松山支店　　ＦＡＸ０８９－９３３－６２７７

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　名

住　所
（送付先）

電　話

ﾌﾘｶﾞﾅ

団体名

都道府県

申込日：平成２９年　　月　　日

第３３回全国高等学校体操競技選抜大会

（愛
  え

顔
がお

つなぐえひめ国体体操競技リハーサル大会）

宿泊プラン申込書　兼　来会意向調査書　（２枚中１枚目）

宿泊責任者

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

ＦＡＸ

携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

連絡責任者

（自宅）

（勤務先）参加区分

　１．選手監督
　２．視察員
　３．報道関係
　４．その他　（　　　　　　　　　　） （携帯）

〒

競技会場への
移動交通手段

　１．持込車両やレンタカー　（　　台）　　　　　　２．公共交通機関
　３．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

到着日時と場所

３月２３日（木）

宿舎への持込車両

来会利用交通機関 　１．ＪＲ　２．航空機　３．持込車両（下欄に台数を記入）　４．その他（　　　　　　）

　有　・　無　　⇒有の場合は、車種及び台数を下記に記入。

　１．バス　（大型　　台・中型　　台・小型　　台）　　２．ワゴン車　（　　台）
　３．普通車　（　　台）　　４．その他　（　　　　　　　　）

　平成２９年　３月　　　日　（　　）　　午前・午後　　　時頃　　場所：

宿泊プラン
申込

要　・　不要
不要の場合
の宿泊先

施設名



3/22 3/23 3/24

（水） （木） （金）

注１）　宿泊プラン申込書により宿泊施設を決定いたしますので、「宿泊プラン・弁当のしおり」をご参照のうえ、

　　　　記入漏れのないよう、お願い申し上げます。

注２）　申込みにあたっては、この申込書をコピーして控として保管し、原本を送付してください。

注３）　部屋数等の都合により、希望の宿泊施設に配宿できない場合がございますので、予めご了承ください。

第３３回全国高等学校体操競技選抜大会

（愛
  え

顔
がお

つなぐえひめ国体体操競技リハーサル大会）

宿泊プラン申込書　兼　来会意向調査書　（２枚中２枚目）

申込先　（株）近畿日本ツーリスト中国四国　松山支店　　ＦＡＸ０８９－９３３－６２７７

申込日：平成２９年　　月　　日

部屋タイプ 備　考

氏名
（シングル以外の場合 　（禁煙ルームを

同室者番号の記入） 希望等の記入）　

宿泊希望日に○をする

番号
参加
区分

ﾌﾘｶﾞﾅ

年齢 性別

1 男・女

2 男・女

3 男・女

4 男・女

5 男・女

6 男・女

7 男・女

8 男・女

9 男・女

10 男・女



上記のとおり、昼食弁当を申込みます。

【注意事項】

注１）　記入漏れがないようご記入ください。

注２）　指定の引換日・競技会場に設ける弁当引換所以外での引換えはできません。

注３）　引換時間は１１：００～１３：３０までとなります。

注４）　引換え後はお早目にお召し上がりください。

申込先　（株）近畿日本ツーリスト中国四国　松山支店　　ＦＡＸ０８９－９３３－６２７７

申込日：平成２９年　　月　　日

第３３回全国高等学校体操競技選抜大会

（愛
  え

顔
がお

つなぐえひめ国体体操競技リハーサル大会）

弁　当　申　込　書

円　

単　価 金　額

７５６円 円　

当日連絡先（携帯）

団体名

フリガナ

参加（申込者）区分　（該当する番号を○で囲んでください。）

１．選手・監督　　　　２．視察員　　　　３．その他（　　　　　　　　　　）

申込責任者

都道府県

３月２３日（木） 個　

引換日 申込数

合　　計 個　 円　

３月２４日（金） 個　 ７５６円


