
平成２６年度・第６９回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会平成２６年度・第６９回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会平成２６年度・第６９回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会平成２６年度・第６９回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会

ご宿泊・昼食弁当のご案内ご宿泊・昼食弁当のご案内ご宿泊・昼食弁当のご案内ご宿泊・昼食弁当のご案内

「天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会」へのご出場、心よりお喜び申し上げます。

本大会のご宿泊・昼食弁当の手配につきましたは、トップツアー㈱秋田支店が担当させていただき

ます。つきましては以下の案内をご覧いただき、お早めにお申込みいただきますようお願い申し上げ

ます。

１．概要

◆大会会場及び大会スケジュール概要 【会場】大館市高館テニスコート、田代テニスコート

１０月２３日（木）練習日１３時～１７時

１０月２４日（金）受付８時、開会式８時３０分、競技開始９時００分～

１０月２５日（土）競技開始８時３０分

１０月２６日（日）競技開始８時３０分

１０月２７日（月）予備日

◆設定商品・設定日

宿泊（大館市）平成２６年１０月２２日（水）泊から１０月２５日（土）までの４泊

昼食弁当（会場配布）平成２６年１０月２３日、２４日、２５日、２６日の４日間

２．お申込方法及びその後の流れについて

ⅠⅠⅠⅠ．．．．申込方法申込方法申込方法申込方法 以下の２通りの方法があります。お好みの方法を選択下さい。

①WEB申込 大会専用URLからインターネットを通じてご自身で登録・予約を行う
②FAX申込またはメール申込 所定の申込用紙を記入の上FAXまたはメール申込

大会専用URL https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/softtennis69
メールアドレス hiroto_hatakeyama@toptour.co.jp

申込受付期間 ８月２６日（火）～９月２２日（月）23:59

【ご注意事項】

①FAX申込またはメール申込の場合は取扱料金として５４０円かかります。
②受付着信確認の応答はいたしませんので、必要に応じてお客様から連絡ください。

③宿泊施設についてはWEB予約も含めて原則として先着順にて割振りいたします。
④第１希望または第２希望でお取りできない場合は、代案をご連絡いたします。

⑤人数変更や取消が発生した場合はその都度申込書に変更箇所を明記して再送下さい。

⑥変更・取消には所定の取消料がかかります。

ⅡⅡⅡⅡ．．．．回答とご請求書回答とご請求書回答とご請求書回答とご請求書 申込締切後、最終案内及び予約確認書・請求書をお送りいたします。

発送予定日 １０月３日（金）

（注）①WEB予約の場合はこの日以降に原則としてご自身で予約証・請求書を、
印刷プリントアウトしていただくようになりますのでご承知おき願います。

ⅢⅢⅢⅢ．．．．お支払いお支払いお支払いお支払い 請求書に基づき下記の期日までに銀行振込ください。

お支払期日 １０月１７日（金）

（注）お振込手数料はご負担くださいますようお願い申し上げます。

（注）お振込金受取書をもって当社の領収書に代えさせて頂きます。



３．宿泊施設、宿泊代金について

記記記記

号号号号

ホテル名ホテル名ホテル名ホテル名 宿泊代金（税込・お一人様１泊あたり）宿泊代金（税込・お一人様１泊あたり）宿泊代金（税込・お一人様１泊あたり）宿泊代金（税込・お一人様１泊あたり） 会場までの会場までの会場までの会場までの

アクセスアクセスアクセスアクセス

◆高館ﾃﾆｽｺｰﾄの場合◆高館ﾃﾆｽｺｰﾄの場合◆高館ﾃﾆｽｺｰﾄの場合◆高館ﾃﾆｽｺｰﾄの場合

食事食事食事食事

客室 素泊まり 朝食付 ２食付き 付帯設備

A ホテルクラウンパレス秋北

■館内に浴場があります。

Sシングル 7,900円 8,900円 10,400円
車で6分 朝食：バイキング料理

夕食：セットメニュー

駐車場：乗用車324円

自、ラ、コ、食

Tツイン 7,100円 7,600円 9,100円

TRﾄﾘﾌﾟﾙ 6,100円 6,600円 8,100円

B ロイヤルホテル大館

■館内に温泉浴場があります。

Sシングル 6,700円 7,700円 9,300円
車で5分 朝食：バイキング料理

夕食：セットメニュー

駐車場：無料

自、ラ、コ、食

Tツイン 6,100円 7,100円 8,700円

C アネックスロイヤルホテル大館

■館内に温泉浴場があります。

Sシングル 6,900円 8,100円 9,800円
車で7分 朝食：バイキング料理

夕食：セットメニュー

駐車場：無料

自、ラ、コ、食

Tツイン 6,500円 7,700円 9,400円

D グランドパークホテル大館

■館内に温泉浴場があります。

Sシングル 7,400円 8,400円 設定なし

車で6分 朝食：バイキング料理

夕食：設定なし

駐車場：無料

自、ラ、コ、食

Tツイン 7,200円 8,200円 設定なし

E
ホテルルートイン大館※

■館内に人工温泉浴場があります。

Sシングル 6,950円 設定なし 8,850円
車で6分 朝食：バイキング料理

夕食：セットメニュー

駐車場：無料

自、ラ、コ、食

Tツイン 6,450円 設定なし 8,350円

F
ホテルルートイン大館駅南※

■館内に人工温泉浴場があります。

Sシングル 6,950円 設定なし 8,850円
車で5分 朝食：バイキング料理

夕食：セットメニュー

駐車場：無料

自、ラ、コ、食

Tツイン 6,450円 設定なし 8,350円

G おおだてぽかぽか温泉ホテル

■お部屋にお風呂は付いていません。

館内温泉浴場をご利用ください。

和室1名利用 6,500円 設定なし 設定なし

車で6分 朝食：設定なし

夕食：設定なし

駐車場：無料

自、ラ、コ、食

和室2名利用 6,000円 設定なし 設定なし

和室3名利用 5,500円 設定なし 設定なし

H ホテル鹿角

■お部屋にお風呂は付いていません。

館内温泉浴場をご利用ください。

洋室1名利用 9,000円 10,000円 16,000円
車で35分
■無料送迎付

朝食：和食膳

夕食：和食膳

駐車場：無料

自、 コ、食

和室2名利用 13,000円 14,000円 20,000円

和室3名利用 11,000円 12,000円 18,000円

和室4名利用 10,000円 11,000円 17,000円

和室5名利用 9,000円 10,000円 16,000円

J 清風荘

■お部屋にお風呂は付いていません。

館内温泉浴場をご利用ください。

和室1名利用 6,500円 7,000円 8,500円
車で15分 朝食：和食膳

夕食：和食膳

駐車場：無料

自、ラ、

和室2名利用 6,000円 6,500円 8,000円

和室3名利用 5,500円 6,000円 7,500円

和室4名利用 5,500円 6,000円 7,500円

宿泊要項

３．宿泊施設と宿泊料金のご案内（素泊り、朝食付、２食付き/サービス料、消費税込）

◆ご宿泊の手配はトップツアー㈱秋田支店が企画・主催する「募集型企画旅行」です。旅行条件については旅行条件書をご覧ください。

◆申込期間：平成２６年８月２６日（火）～９月２２日（月）

◆宿泊日：平成２６年１０月２２日（水）～１０月２５日（土）

◆添乗員は同行いたしません。

◆上記記載の旅行代金はお一人様当り、素泊り、１泊朝食付き、１泊２食付き、税金・サービス料込の代金です。

※ホテルルートイン大館、ホテルルートイン大館駅南は素泊り・朝食無料サービスとなります。

朝食を利用されない場合でも旅行代金の変更はございません。

◆最少催行人員：１名

◆付帯設備：自→自動販売機、ラ→コインランドリー（徒歩圏内）、コ→コンビニ（徒歩圏内）、食→食事施設（徒歩圏内）



●お申込み・お問い合わせ（●お申込み・お問い合わせ（●お申込み・お問い合わせ（●お申込み・お問い合わせ（FAXにて）にて）にて）にて）

●［旅行企画・実施］トップツアー㈱秋田支店●［旅行企画・実施］トップツアー㈱秋田支店●［旅行企画・実施］トップツアー㈱秋田支店●［旅行企画・実施］トップツアー㈱秋田支店

観光庁長官登録旅行業第３８号 旅行業公正取引

JATA正会員 ボンド保証会員 協議会会員

「平成２６年度第６９回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会」係

担当者：畠山、渡辺

〒０１０－０９５１秋田県秋田市山王２－１－４０

TEL０１８－８６６－０１０９ ／ FAX０１８－８６６－０１７７
営業時間 平日９：３０～１７：４０ 土曜日９：３０～１２：２０ 日曜・祝日休業

総合旅行業務取扱管理者：照井仁一 （ 東北 １４１１５ ）

●旅行代金等振込先●旅行代金等振込先●旅行代金等振込先●旅行代金等振込先

口座名：北都銀行口座名：北都銀行口座名：北都銀行口座名：北都銀行 秋田西支店秋田西支店秋田西支店秋田西支店 （普通）（普通）（普通）（普通） ６０４１８５０６０４１８５０６０４１８５０６０４１８５０

名義：トップツアー株式会社名義：トップツアー株式会社名義：トップツアー株式会社名義：トップツアー株式会社 秋田支店秋田支店秋田支店秋田支店 支店長支店長支店長支店長 照井仁一照井仁一照井仁一照井仁一

☆お申込後請求書をお送りします。振込手数料はお客様にてご負担くださいますようお願いいたします。

●個人情報の取り扱いについて

ご登録いただきました個人情報に関しまして、トップツアー㈱秋田支店は、「平成２６年度第６９回天皇賜杯・皇后賜杯

全日本ソフトテニス選手権大会」に関わる目的以外での利用は行いません。

個人情報の管理は万全の体制で取り組んでいます。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の管理者です。この旅行の契約に関し、担当者からの

説明にご不明な点がありましたら、上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

お申込のご案内

４．昼食弁当について ※昼食は旅行契約に該当しません。

☆昼食取扱日：平成２６年１０月２３日（木）～２６日（日）

☆会場特設カウンターで受渡しをします。

☆引渡し時間は１１時００分～１３時００分（予定）

５．取消・変更について

☆お申込後の取消・変更につきましては、申込書に変更箇所を明記していただき、

FAXまたはメールでお知らせください。
お電話での取消変更は受付しておりませんのでご注意ください。

（１）宿泊

（２）昼食弁当

お弁当お弁当お弁当お弁当 幕の内弁当幕の内弁当幕の内弁当幕の内弁当

※※※※お茶は付きません。お茶は付きません。お茶は付きません。お茶は付きません。

８００円８００円８００円８００円税込税込税込税込

お申し出時期お申し出時期お申し出時期お申し出時期 取消料取消料取消料取消料

宿泊日の前日から起算して

さかのぼって

宿泊日の２０日前から８日前まで 料金の２０％

宿泊日の７日前から２日前まで 料金の３０％

宿泊日 前日の解除 料金の４０％

宿泊日 当日の解除 料金の５０％

旅行開始後の解除または無連絡・不参加 料金の１００％

お申し出時期お申し出時期お申し出時期お申し出時期 取消料取消料取消料取消料

お弁当利用日から起算して

さかのぼって

前日の昼１２時００分まで 無料

上記以降の場合 料金の１００％


