大会日程：2021.9/25‣9/26
第６回全国ホープス卓球後援会会長杯

宿泊プランのご案内

宿泊地名

宿泊代金
１泊/お１人様あたり
おとな・こども同額

お部屋タイプ

備 考

〔サービス料・消費税込〕
※こども＝小学生

ホテルルートイン千歳駅前

１

＊ホテルルートイン千歳駅前は1泊食事なしですが、ホテル提供
の無料軽朝食サービスがご利用いただけます。

シングルルーム（１名１室）
バス・トイレ付

食事なし 8,500円

ツインルーム（2名１室）
バス・トイレ付

食事なし 7,000円

シングルルーム（1名1室）
バス・トイレ付

夕朝食付 8,000円
朝食付 6,500円

ツインルーム（2名1室）
バス・トイレ付

夕朝食付 7,000円
朝食付 5,500円

ホテル外観

２

ホテルウィング
インターナショナル千歳

朝食：バイキング
会場まで車で約5分
※相部屋不可
※幼児施設使用料：食事・寝具不要の0歳～未就学児無料

夕食：セットメニュー
朝食：バイキング
会場まで車で約3分
※相部屋不可
※幼児施設使用料：食事・寝具不要の0歳～未就学児無料

３

４

５

６

千歳エアポートホテル

トリプルルーム（3名1室）
バス・トイレ付

夕朝食付 6,500円
朝食付 5,000円

シングルルーム（1名1室）
バス・トイレ付

夕朝食付 7,720円
朝食付 6,400円
食事なし 5,500円

ツインルーム/(※ハリウッドツイン)
（2名1室）
バス・トイレ付
※2台のベッドが密着した部屋

夕朝食付 7,220円
朝食付 5,900円
食事なし 5,000円

シングルルーム（1名1室）
バス・トイレ付

夕朝食付 11,000円
朝食付 10,500円

ツインルーム（2名1室）
バス・トイレ付

夕朝食付 8,000円
朝食付 7,500円

シングルルーム（1名1室）
バス・トイレ付

夕朝食付 13,000円
朝食付 11,000円
食事なし 10,100円

ツインルーム（2名1室）
バス・トイレ付

夕朝食付 12,500円
朝食付 10,500円
食事なし 9,600円

シングルルーム（1名1室）
バス・トイレ付

朝食付 7,700円
食事なし 6,900円

ツインルーム（2名1室）
バス・トイレ付

朝食付 6,100円
食事なし 5,300円

グランテラス千歳

J R イ ン 千 歳

ホテルエリアワン千歳

ホテル外観

７

千歳第一ホテル

シングルルーム（1名1室）
バス・トイレ付

夕朝食付 8,800円
朝食付 8,000円
食事なし 7,120円

夕食：セットメニュー
朝食：バイキング
会場まで車で約5分
※相部屋不可
※幼児施設使用料：食事・寝具不要の0歳～未就学児無料

夕食：セットメニュー
朝食：バイキング
会場まで車で約4分
※相部屋不可
※幼児施設使用料：食事・寝具不要の0歳～未就学児無料

夕食：セットメニュー
朝食：バイキング
会場まで車で約8分
※相部屋不可
※幼児施設使用料：食事・寝具不要の0歳～未就学児無料

朝食：バイキング
会場まで車で約5分
※相部屋不可
※幼児施設使用料：食事・寝具不要の0歳～未就学児無料

夕食：セットメニュー
朝食：セットメニュー
会場まで車で約5分
※相部屋不可
※幼児施設使用料：食事・寝具不要の0歳～未就学児無料

第６回全国ホープス卓球後援会会長杯
拝啓
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度２０２１年９月２５日（土）・２６日（日）、北海道千歳市におきまして「第６回全国ホープス卓球後援会会長杯」が開催されますことをお喜び申し上げます。
弊社京王観光株式会社におきまして、ご参加される皆様が大会前の貴重な練習時間を、宿舎の手配で奪われることが無いよう、少しでも手配のお手伝いをさせて頂きたく、
第6回全国ホープス卓球後援会会長杯宿泊プランのご案内をさせて頂きます。
この宿泊プランでは、大会会場までの移動距離及び、利便性を考慮し、お泊り頂ける宿泊施設をご用意をさせていただきました。
大会期間中、前後に、各チームの皆様が試合に集中できますよう、精一杯お手伝いさせていただく所存でございますので、ぜひご宿泊のお申し込みは、弊社へご依頼を賜りますよう
お願い申し上げます。
敬具
京王観光株式会社札幌支店 支店長

ご案内

※申込前に必ずお読みください。

ご宿泊につきましては、先着順での受付となりますので、ご希望のホテルにて手配できない場合も
ございます。あらかじめご了承ください。

宿泊プランについて
往復の交通はついていませんので各ホテル・旅館への交通手段は各自でご手配ください。

■日程表
●設定日 ２０２１年９月２４日（金）～２０２１年９月２５日（土）泊
●旅行代金に含まれるもの
日次
食事なし
朝食付
夕朝食
宿泊代金（１泊夕朝食・1泊朝食・1泊食事なし）、消費税及びサービス料が含まれております。
日程表
朝 昼 夕 朝 昼 夕 朝 昼 夕
3日間 2日間
●宿泊プラン
食 食 食 食 食 食 食 食 食
１室あたりシングルの場合は１名様以上でツインの場合は２名様以上でお申し込み下さい。
１
１ 自宅または前泊地 ⇒ お客様負担 ⇒各宿泊施設（泊） － － － － － － － － 〇
最少催行人数：おとな１名
２
－ 各宿泊施設（泊）
－ － － 〇 － － 〇 － 〇
相部屋利用不可
３
２ 各宿泊施設 ⇒ お客様負担 ⇒ 自宅または後泊地
－ － － 〇 － － 〇 － 〇
ご宿泊と交通機関をセットにしたご提案も可能です。移動の交通機関を別途手配する
＊ホテルルートイン千歳駅前は1泊食事なしですが、ホテル提供の無料軽朝食サービスがご利用いただけます。
手間が省けます。詳細は担当者にご相談ください。
●旅行代金の算出 旅行代金＝宿泊代金×宿泊泊数

【お申込期限】

２０２１年７月３０日（金）の弊社営業時間内必着にて、ＦＡＸまたは郵送・メールにてお申込ください。

【宿泊代金のご精算】

お申込金請求書を発行しお客様申込書に記載の住所へご郵送致します。（お一人様あたり￥5,000円～旅行代金まで（5,000円未満の場合は全額））
ご確認後、お間違いなければ指定口座に５日内にお振込をお願い致します。
ご旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算して遡って１４日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
ただし１４日目に当たる日以降にお申し込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社らの指定した日までにお支払いいただきます。
なお、恐れ入りますが振込手数料はご負担頂きますようお願い申し上げます。

【振込口座】

三菱UFJ銀行 振込第一 当座（9530880） 京王観光株式会社

【お申込後のご変更について】

お申込後のご変更およびお取消につきましては、必ずＦＡＸまたは郵送・メールにてお願いいたします。電話での取扱いは致しません。
ご返金につきましては取消後7日以内にご指定の口座にご返金致します。

【取消料について】

下記、ご旅行条件（要旨）をご確認ください。

ご旅行条件（要旨）

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、必ずご確認の上お申し込みください。

１．募集型企画旅行契約 この契約は京王観光株式会社札幌支店（札幌市中央区北1条
６．特別な配慮を必要とする方 お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特
東1丁目2-5 カレスサッポロビル5階 観光庁長官登録旅行業第１０号（以下、「当社」と
別な配慮・措置が必要となる可能性があります。詳細は別途お渡しする「旅行条件書」の３．
いいます）が、企画実施する旅行であり、お客様は当社と当社旅行業約款に基づき募集型
お申込条件を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させて
企画旅行の契約を結ぶことになります。
いただきますので、必ずお申し出ください。
２．お申込 所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、お一人様当たり下記の申込金を添 ７．最少催行人数：1名
えてお申し込みいただきます。団体グループを構成する契約責任者から、旅行の申込があった ８．添乗員：ⅰ）添乗員は同行いたしません。お客様旅行に必要な最終日程表(確定行程)を
場合、旅行の締結及び解除に関する一切の代理権を所有しているとみなします。
お渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様
申込金（お一人様あたり）は￥5,000円～旅行代金まで（5,000円未満の場合は全額）
自身で行っていただきます。
３．旅行契約成立の時期 お客様との旅行契約については、当社が旅行契約の締結を承諾し、
ⅱ）悪天天候により、旅行サービスの変更が必要な場合の代替サービスの手配
所定の旅行代金を受理した時に成立するものとします。
及び手続きはお客様自身で行っていただきます。
４．お客様による旅行契約の解除 お客様は、旅行代金に対していつでも次に定める取消料を９．旅行条件・旅行代金の基準日：２０２１年６月１８日
当社に支払って旅行契約を解除することができます。※当日の人員減・取消は正午までにお願いいたします。
※募集型企画旅行の詳しい旅行条件は当社ホームページよりご覧いただけます。
https://keio.tabibako.net/assets/pdf/conditions_kokunai_boshuu.pdf

旅行開始の前日からさかのぼって

取消日

取消料

①２１日目
にあた
る日以
前の解
除

②２０日目に
あたる日
以降の解
除 (③④⑤
⑥除く)

③７日目にあ
たる日以
降の解除
（④⑤
く）

④旅行開始日

無料

20％

30％

40％

の
前日の解除

⑥旅行開始後
⑤当日の解除

の解除

（⑥除く）

無連絡・不参
加

50％

100％

５．お客様の責任 お客様は当社から提供される情報を活用し契約書面に記載された旅行者の
権利・義務、その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければいけません。また
旅行開始後に契約書面記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したとき
は旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその内容の旨を申し出なければいけません

＜お問い合せ・お申込先＞京王観光株式会社札幌支店

個人情報の取扱いについて 個人情報について、お客様との連絡のための利用のほか、旅行
における宿泊機関等の提供するサービスの手配・受領のための手続きに必要な範囲内で宿泊
機関等へ提供させていただきます。また、当社の旅行商品をご案内を客様にお届けするためにお
客様の個人情報を利用させていただくことがあります。上記のほか、当社の個人情報の取扱いに
ついては当社ホームページをご参照ください。
観光庁長官登録旅行業第１０号

旅行企画･実施

京王観光株式会社札幌支店

一般社団法人日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）正会員

受付時間（平日 9:00～18:00 、土日祝 休み）

ＴＥＬ０１１－２４１－６５０１Ｅ-mail

札幌市中央区北1条東1丁目2-5

sapporo@keio-kanko.co.jp

総合旅行業務取扱管理者：髙木 篤司

担当：内勤チーム 菅野・高橋・谷山・野竹

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行に関して担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取
扱管理者にお尋ねください。

承認Ｎｏ：A21D-029

