第 4 回近畿高等学校新人水泳競技大会
送迎バス・弁当・宿泊の申し込みご案内
謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。この度、和歌山市秋葉山プールにおいて
『第 4 回近畿高等学校新人水泳競技大会』が開催されます。この大会の宿泊、お弁当、送迎バスの取扱いを
弊社名鉄観光サービス㈱和歌山支店がお手伝いさせて頂くことになりました。
大会にご参加されますチームの皆様への宿泊・お弁当・送迎バスにつきまして、下記の通りご案内させて頂きます。

《お申し込み方法》
ご宿泊・お弁当・送迎バス（各府県指定駅⇔プール）を希望されるチームは、別紙の申込書をご記入の上、
ＦＡＸにて名鉄観光サービス㈱和歌山支店『第 4 回近畿高等学校新人水泳競技大会係宛』にご送付ください。

申込み期限 9 月 25 日（金）までに必着にてお願い致します。

★日帰りバスプラン★（募集型企画旅行契約）
日程 ①：令和 2 年 10 月 10 日（土）発 日帰りコース

GoTo トラベル事業支援対象です。

②：令和 2 年 10 月 11 日（日）発日帰りコース

行程 下記の通り各府県の主要駅⇔大会会場にて設定しております。
利用予定バス会社 滋賀:近江鉄道 京都:ﾔｻｶ観光 兵庫;帝産観光 大阪:商都交通 奈良:奈良観光 和歌山:野鉄観光
各 地＝＝＝（貸切バス利用）＝＝＝秋葉山公園県民水泳場（大会会場）＝＝＝各 地
6:15～8:00

※昼食弁当（お茶付）付

※各地の出発時間は下記参照。
旅行代金

18:00～20:00（予定）
※大会終了後出発します。

含まれるもの（往復送迎バス代、有料道路代、昼食弁当代）

【滋賀県】
・米原・彦根駅経由発着 米原駅【6:15 発】
・彦根駅【6:30 発】
旅行代金 ＠10,000 円 旅行代金への給付額＠3,500 円 お支払い実額＠6,500 円 地域ｸｰﾎﾟﾝ＠2,000 円
・草津駅経由発着 草津駅【6:45 発】
旅行代金 ＠9,000 円 旅行代金への給付額＠3,100 円 お支払い実額＠5,900 円 地域ｸｰﾎﾟﾝ＠1,000 円
・大津駅経由発着 大津駅【7:00 発】
旅行代金 ＠9,000 円 旅行代金への給付額＠3,100 円 お支払い実額＠5,900 円 地域ｸｰﾎﾟﾝ＠1,000 円
【京都府】
・京都駅発着 京都駅【7:45 発】
旅行代金 ＠7,000 円 旅行代金への給付額＠2,400 円 お支払い実額＠4,600 円 地域ｸｰﾎﾟﾝ＠1,000 円
【兵庫県】
・三ノ宮駅発着 三ノ宮駅【7:45 発】
旅行代金 ＠7,000 円 旅行代金への給付額＠2,400 円 お支払い実額＠4,600 円 地域ｸｰﾎﾟﾝ＠1,000 円
・姫路駅発着 姫路駅【7:00 発】
旅行代金 ＠9,000 円 旅行代金への給付額＠3,100 円 お支払い実額＠5,900 円 地域ｸｰﾎﾟﾝ＠1,000 円
【大阪府】
・大阪駅発着 大阪駅【7:45 発】
旅行代金 ＠6,000 円 旅行代金への給付額＠2,100 円 お支払い実額 ＠3,900 円 地域ｸｰﾎﾟﾝ＠1,000 円
【奈良県】
・大和西大寺発着 大和西大寺駅【8:00 発】
旅行代金 ＠7,000 円 旅行代金への給付額＠2,400 円 お支払い実額 ＠4,600 円 地域ｸｰﾎﾟﾝ＠1,000 円
・橿原神宮前発着 橿原神宮前駅【8:00 発】
旅行代金 ＠6,100 円 旅行代金への給付額＠2,100 円 お支払い実額 ＠4,000 円 地域ｸｰﾎﾟﾝ＠1,000 円
【和歌山県】
・紀伊田辺駅発着 紀伊田辺駅【8:00 発】
旅行代金 ＠5,000 円 旅行代金への給付額＠1,700 円 お支払い実額 ＠3,300 円 地域ｸｰﾎﾟﾝ＠1,000 円

●募集型企画旅行契約
この旅行（日帰りバスプラン：宿泊･送迎ﾊﾞｽ）は名鉄観光サービス㈱が旅行企画･実施するものであり、旅行に参加さ
れる方は必ず旅行条件書（全文）をご確認頂きお申込下さい。添乗員同行無し。最少催行人員：各発着地 30 名
旅行条件の基準日：2020 年 9 月 1 日 旅行条件書（全文）は当社 HP（http://www.mwt.co.jp）よりご確認下さい。
※公費（出張旅費）を利用の先生方は GoTo ﾄﾗﾍﾞﾙの支援は受けられません。
（事務室様とご相談下さい。
）
※集合場所、出発時間につきましては各府県の専門委員長先生と調整させて頂き顧問先生にお知らせします。
※原則記載の駅発着のみのお引き受けとなりますが、1 校貸切等の場合は別途対応致しますのでごお問合せ下さい。
※下記料金は日帰りにてご参加の料金となります。宿泊を伴う学校様は別途ご案内致しますのでお問合せ下さい。

GoTo トラベル事業について
1 この旅行はGo To トラベル事業の支援対象です。
2 旅行代金5,000円～10,000円からGo To トラベル事業による給付金1,700円～3,500円を引いた金額がお客様の
お支払い実額となります。10月1日以降の当社が定める日以降にご出発の旅行に関しては、別途、
旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
3 給付金の受領について：国からの給付金はお客様に対して支給されます。当社およびGoToトラベル事務局は、給付
金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払
い実額」をお支払いいただきます。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。
お客様は、当社およびGoToトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。
※宿泊＋お弁当、宿泊のみ、送迎バス＋お弁当等が対象となり、送迎バスのみ、お弁当のみは対象外です。
※ご参加の皆様方に於かれましては新型コロナウィルス感染症対策を万全にされご参加をお願いいたします。
新しい旅のエチケット参照下さい。
（https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001349264.pdf）
※諸規則が細部に渡りますので、ご不明な点はその都度お問合せ下さい。
大会会場までの所要目安時間・公共交通機関利用時の料金（比較材料）
【滋賀県】
米原・彦根→2 時間半～3 時間 （JR＋路線ﾊﾞｽ＋弁当 7,680 円）
草津・大津→2 時間～2 時間半 （JR＋路線ﾊﾞｽ＋弁当 6,140 円）
【京都府】
京都→約 2 時間 （JR＋路線ﾊﾞｽ＋弁当 5,260 円）
【兵庫県】
三ノ宮→約 2 時間 （JR＋路線ﾊﾞｽ＋弁当 5,260 円）
姫路→2 時間半～3 時間 （JR＋路線ﾊﾞｽ＋弁当 6,800 円）
【大阪府】
大阪→1 時間半～2 時間 （JR＋路線ﾊﾞｽ＋弁当 4,060 円）
【奈良県】
大和西大寺→1 時間半～2 時間 （JR＋路線ﾊﾞｽ＋弁当 4,620 円）
橿原神宮前→1 時間半～2 時間 （JR＋路線ﾊﾞｽ＋弁当 5,000 円）
【和歌山県】
紀伊田辺→1 時間～1 時間半 （JR＋路線ﾊﾞｽ＋弁当 4,900 円）

★宿泊プラン★（受注型企画旅行契約）
宿泊について

今大会は、新型コロナウィルス感染症防止対策の一環で正午スタートの大会となり
日帰り参加も可能となりました為、例年の大会の様な配宿方法をとっておりません。
但し、宿泊希望校には、ご予算、食事条件、部屋割り条件等のご希望を伺い、ご斡旋
させて頂きます。
（別紙申込書に必要事項を記入し FAX お願いします。
）
（注）GoTo トラベル事業給付対象施設をご紹介させていただきます。

★お弁当の申し込み★（手配旅行契約）
弁当（お茶付）について ８８０円（税込み）
（注）お弁当単品のご注文は GoTo トラベル事業給付対象外です。
●手配旅行契約
お弁当のみのお手配は手配旅行契約に準じます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
◆取消しについて

お申込み後にお客様のご都合によりお取消になる場合、旅行代金に対して以下の料率でお取消料をいただきます。

前々日まで・・・・・・・・日帰りバスプラン：無料

／ お弁当プラン：無料

前日・・・・・・・・・・・日帰りバスプラン：旅行代金の４０％ ／ お弁当プラン：無料
当日・・・・・・・・・・・日帰りバスプラン：旅行代金の５０％ ／ お弁当プラン：１００％
無連絡キャンセル・・・・・日帰りバスプラン：旅行代金の１００％ ／ お弁当プラン：１００％

◆確認書・お支払い（精算）について
●お申込みに対して各府県締め切り後、詳細が決まり次第、順次郵送又は FAX にてご回答致します。
●大阪府については 10 月 2 日（金）頃に郵送又は FAX にてご回答致します。
●送付書類は、請求書・最終ご案内書・お弁当引換券・バス乗車票・ホテルパンフレット等になります。
●代金は、お振込みにて 10 月 8 日（木）までにお支払い下さい。
（人数の増減による請求金額の超過、不足分につきましては、大会終了後にご清算させて頂きます。
）
上記振込みが諸事情により出来ない場合は、大会当日、当社ツアーデスクへのお支払いをお願い申し上げます。
◆個人情報取扱について
名鉄観光サービス㈱は旅行申込の際にご提出頂いた個人情報についてはお客様との連絡の為や宿泊機関等の
提供するｻｰﾋﾞｽの手配及び受領の為の手続きに利用させて頂く他、必要な範囲で当該機関等及び手配代行者に
提供いたします。当社の個人情報に関わる方針については当社 HP（http://www.mwt.co.jp）よりご確認下さい。
◆案内窓口について （期間中）
●大会期間中《大会案内デスク》を大会会場１Ｆに設置しスタッフが待機します。
●宿泊・弁当の変更や取消、お弁当の配布、その他ご案内をさせて頂きます。

《お申し込み・お問い合わせ先》
旅行企画・実施 名鉄観光サービス株式会社 和歌山支店
観光庁長官登録旅行業第 55 号／日本旅行業協会正会員／旅行業公正取引協議会会員

〒640-8158 和歌山市十二番丁 31 番地
9:30～17:30（土日祝 休業）
ＴＥＬ０７３－４２３－４９７５ ＦＡＸ０７３－４２３－４９８０
『第 4 回近畿高等学校新人水泳競技大会係宛』
総合旅行業務取扱管理者：福山 光晴 ＜担当＞ 中谷 石塚 和田
【関営国 20-182】

