
（スケジュール）

「予約回答・請求書」にて宿泊施設の正式回答をさせていただきます。

支払方法について
「予約回答・請求書」を確認後、銀行振込にてお支払ください。振込手数料はお客様ご自身でご負担願います

（1）大会参加者の宿泊は近畿日本ツーリスト株式会社札幌法人旅行支店が企画・実施する「募集型企画旅行」です。
（2）旅行代金には宿泊費（1泊につき夕・朝食付または朝食付き）消費税・入湯税・サービス料・企画料が含まれております。

【振込先】

取扱金融機関 三菱UFJ銀行 支店名 ききょう支店

口座番号 （普通口座）1780033 口座名

お振込期限：2023年1月31日（火）まで

[上記は1泊あたりの日程表になります。希望に応じて4泊までお受けいたします。]

令和４年度スポーツ庁長官賞争奪
日本生命杯 第２回全日本少年少女空手道選抜大会（帯広）

【ご宿泊・お弁当のご案内】
 拝啓　晩秋の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 　標記大会が帯広市におきまして盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。
 　さてこの度、大会事務局様のご指導の元に大会ご参加の皆様の便宜をお図りする為、大会期間中の

お申込み完了後、登録のメールアドレス宛に自動返信メールが届きます。自動返信メールの受信確認ができない場合は
近畿日本ツーリスト札幌法人旅行支店までご連絡下さい。

 　ご宿泊・お弁当のお手伝いをさせていただくことになりました。
 　つきましては下記の取扱要領に基づき受付をさせていただきますので何卒よろしくお願い申し上げます。

近畿日本ツーリスト株式会社 札幌法人旅行支店
支店長　米田慶司

近畿日本ツーリスト株式会社

キンキニッポンツーリストカ）

　　　　上記以外は旅行代金に含まれておりませんが、参加にあたって通常必要となる費用を例示します。

（3）申込フォームに第1希望～第2希望までの申込記号（アルファベット）をご入力ください。

（4）希望ランクのホテルが満室等で手配できない場合は弊社にて調整の上、いずれかで回答となる場合がございます。
　　　　部屋タイプは１名１室（シングル）、２名１室（シングル・ツイン）、３名以上１室（ツイン・トリプル・和室）となります。
（5）申込状況によってはご希望とはことなる部屋タイプになる場合もございます。
（6）各ホテルの駐車場の手配は弊社では行いません。駐車代金と併せて直接宿泊ホテルへご確認ください。

お申込に際して不都合が生じる場合は当社担当までご連絡ください。

申込期間：2022年11月1日（火）～12月15日（木）まで

2023年1月20日（金）頃を目途に代表者様（申込者）に「予約回答・請求書」をFAXまたはメールにてご案内させていただきます。

申込方法について
お申込みは、大会専用WEBサイトのみの受付とさせていただきます。

下記のアドレスよりアクセスしていただき、必要事項をご入力下さい。お電話やFAX、Eメールでのお申込みは受け付けておりませんので
予めご了承ください。

申込専用サイト：https://www.knt.co.jp/ec/2022/karate

先着順に手配を行いますので、お早めにお申込み下さい。
各申込区分及び施設の収容人数が満員に達した場合は、やむを得ず希望以外の配宿を行う場合があります。
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
お申込み内容は、画面をプリントして管理してください。

■ 宿泊地 帯広市内、音更町、幕別町
（帯広市内から会場までは車で10～15分、音更町・幕別町から会場までは車で15～20分です）

■ 部屋

ご宿泊について 【近畿日本ツーリスト株式会社札幌法人旅行支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です】

大会参加される皆様に帯広市内・音更町・幕別町での宿泊施設のご案内をさせていただきます。
注意事項等をご参照の上お申込ください。
■ 宿泊対象者 選手 ・指導者 ・保護者
■ 宿泊設定期間 2023年2月16日（木） ～ 2023年2月19日（日）宿泊

1名1室利用（シングル）・2名1室利用（ツイン・ダブル）・3名以上1室（トリプル・和室）
■ 添乗員 同行いたしません 1日目 宿泊ホテル（泊）＊各自チェックインしてください

■ 最少催行人員 1名様 2日目 宿泊ホテル（発）＊各自チェックアウトしてください

■ 食事回数 1泊2食付（朝1回・夕1回）・1泊朝食付（朝1回・夕0回）

（7)  他グループとの相部屋は受付ませんので予めご了承ください。

期限までにご入金が確認できない場合は、申込内容を取消させていただきます。必ず期日までにお振込をお願いいたします。

　　　　希望客室数と食事条件の選択をお願いいたします。2泊以上をご希望場合には泊数に応じた旅行代金が必要となります。
　　　　ホテルを特定した予約は受付できません。申込内容を確認させていただき、配宿いたします。

■ ご旅行代金 大人（中学生以上）・子供（小学生）同額　※当ツアーでは小学生未満のお子様はお受けできません。

　　　　●個人的性格の費用：①飲料代・クリーニング代・電話代など、②傷害、疾病に関する医療費、③任意の旅行傷害保険料



■宿泊ホテルリスト　※大人（中学生以上）・子供（小学生）同額

宿泊施設名

1名1室利用 2名1室利用

申込記号

笹井ホテル

17,500 12,000

ホテルテトラリゾート十勝川

ビジネスホテル プラムフィールド

シングル・ツイン

シングル・ツイン

シングル・ツイン

シングル・ツイン・トリプル

・和室（定員3名）

シングル・ツイン

・和室（定員3～4名）

シングル・ツイン

・和室（定員3～5名）

シングル・ツイン

・和室（定員3～5名）

シングル・ツイン

・和室（定員3～5名）

シングル・ツイン

・和室（定員3～5名）

6,500 6,000 6,000 5,500

コンフォートホテル帯広

　施設名の前に★印がある宿泊施設において２名１室をご利用の場合は、140cm以上×200cmのベッド1台（ダブル）のお部屋にて

　手配させていただく場合がございます。弊社からの回答書を確認をお願いいたします。

十勝幕別温泉

グランヴィリオホテル

14,000 12,000 13,000ホテル大平原

17,500 12,000 16,500 11,000

11,000

観月苑

17,500 12,000 16,500 11,000

北海道ホテル

プレミアホテル-CABIN-帯広 9,500 9,500

8,000

8,000

8,000

8,800

7,700

7,700

10,000

14,000 12,000 13,000 11,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,00016,500 11,000

9,000

9,500

ホテルニューオビヒロ

6,000 5,500

ホテルやまこ 9,000 8,000 7,700 6,600

帯広グランドホテル

6,000

8,800 7,700

帯広天然温泉

ふく井ホテル

6,600

ホテル光南

9,000 7,700 6,600

9,000 7,700 6,600

8,000

9,000 7,700 6,6008,000

10,500

★リッチモンドホテル帯広駅前

7,700

7,7009,500

8,000

8,000

シングル・ツイン・トリプル

ツイン・トリプル

シングル・ツイン

シングル・ツイン・ダブル

シングル・ツイン・ダブル

シングル・ツイン・

和室（定員3名）

シングル・ツイン・トリプル

・和室（定員3名）

ツイン・トリプル

・和室（定員3名）

13,500 11,500

8,800 7,700

11,000 11,000

11,000 11,00011,000
シングル・ツイン・

ダブル・トリプル

シングル・ツイン・トリプル

★ホテル日航ノースランド帯広

3名以上1室利用

旅行代金[宿泊プラン]

（1泊2食付・税込）

旅行代金[宿泊プラン]

（1泊朝食付・税込）

3名以上1室利用

部屋タイプ

（全室バス・トイレ付）
※ホテル光南は全室トイレ付ですが、

一部バスのない客室がございます。

A

ホテルヌプカ 8,800 7,700

★スーパーホテルPremier

帯広駅前
8,800

1名1室利用 2名1室利用

ホテルグランテラス帯広

8,800

B

C

D

E

F

6,600

6,600

6,600

10,000

9,000

5,500

10,000

7,700

7,700



【休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応出来ませんので翌営業日の受付となります】

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱営業所での取引に関する責任者です。この旅行の契約に関する責任者です。

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ございましたらご遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者ご質問ください。

総合旅行業務取扱管理者：米田　慶司

（旅行条件算出基準日：2022年10月21日） （パンフレット登録番号：6044-22-10-0018）

「第２回 全日本少年少女空手道選抜大会」係

近畿日本ツーリスト株式会社 札幌法人旅行支店

正会員 ボンド保証会員
〒 060-0003

TEL:011-251-0011　FAX:011-251-3630北海道札幌市中央区北3条西2丁目2-1　NX札幌ビル6階
営業時間：9:00~17:00　休業日：土・日・祝祭日

お申込・問合せ先

【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業 第2053号
近畿日本ツーリスト株式会社　札幌法人旅行支店

2日前の13:00まで 無　料

2日前の13:00以降または無連絡 100%

旅行条件書は右記からもご確認いただけます。【 https://www.knt.co.jp/jyoken/pdf/tehai-jokensho.pdf 】
お申込みの際には旅行条件書（全文）をお渡ししますので、必ず事前に内容をご確認の上お申込み下さい。

【弁当】

旅行開始の前日 旅行代金の 40%

旅行開始日当日（旅行開始前） 旅行代金の 50%

旅行開始後の取消または無連絡・不参加の場合 旅行代金の

（宿泊の取消料は1泊目から起算します。旅行開始後、2日目以降の取消料は旅行代金の100%となります）

全 額

【宿泊】

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目から8日目までの取消 旅行代金の 20%

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目から２日目までの取消 旅行代金の 30%

変更・取消料について

尚、営業時間外での変更・取消の連絡は、翌営業日扱いでの対応となります。（FAX・メール同様です）
追加・変更・取消があった場合は「追加・取消・変更」依頼書をFAXまたはメールにてお送りください。

電話での変更・取消は、聞き間違い等のトラブルの原因になりお受けできかねますのでご了承ください。
初泊日以降の大会期間中に予約を変更・取消される場合は、変更・取消の旨を当社へメールまたはFAX にて
ご連絡いただくとともに、お手数ですが直接宿泊施設へお申し付け下さい。
お申込後の取消につきましては、お申出の日時により項目ごとに取消料を申し受けます。
ご入金後のご返金は、変更・取消にて生じた変更・取消料を差し引いた金額を大会終了後に
銀行振込にてご返金させていただきます。
取消基準日は、弊社営業日・営業時間内のFAXまたはメール着信時とさせていただきます。

前頁のE・F区分ホテルにご宿泊の方には会場までのシャトルバスをご案内いたします。
ホテル⇔大会会場　所要時間約15分　　片道800円（大人・子供共通）　運行時間　7:30～18:30　
朝と夕方の時間帯は20分から30分に一本、日中は1時間に一本程度運行予定です。
交通プランはすべて事前申込制となりますので、専用サイトからお申込みください。交通プランのみの申込は受け付けておりません。

日程：2月18日（土） ~　2月19日（日） の 2日間
料金：1食　８００円（税込）　お茶付
＊弁当は毎日違う内容のものをご用意いたします。
＊当日、弁当引渡場所にてお渡したします。必ず指定の時間・場所へ受け取りに来てください。
＊弁当容器は必ず指定の時間・場所にお持ちください。

800円（税込） 弁当・お茶 弁当・お茶

お弁当について 【お弁当は旅行契約には該当しません。付帯サービスとして承ります。】

皆様の便宜を図るため、お弁当（昼食）の事前申込を承ります。会場周辺には食事施設が少ないので是非お申込ください。

（＊当日の弁当の販売は行いませんのでご注意ください）

 　弊社以外に申込された容器・ゴミの回収は一切いたしませんので各自で処理願います。

交通について【交通は旅行契約には該当しません。付帯サービスとして承ります。】

弁当代金（1食） 2月18日（土） 2月19日（日）

申込状況によっては運行計画を変更する場合がございますので何卒ご了承ください。

来道のための航空券やJR券、現地でのレンタカーの手配は受付いたしませんのでご自身で予約・手配をお願いいたします。


