
内閣総理大臣杯
第３８回全日本世代交流
ゲートボール大会

ごあいさつ
拝啓 皆様におかれましては益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
この度は「内閣総理大臣杯 第３８回全日本世代交流ゲートボール大会」にご出場されますことを心より
お祝い申し上げます。
今大会の開催にあたりまして、宿泊・お弁当・シャトルバスなど皆様方のお世話をさせていただくことになりました。

社員一同、皆様にご満足いただけるよう、誠心誠意努めさせていただきますので、何卒よろしくお願い致します。
敬 具

宿泊・航空券・お弁当・シャトルバスのご案内

【日 程】 令和3年９月１８日（土）・ １９日（日）
【会 場】 出雲ドーム

住所: 〒693-0058 島根県出雲市矢野町９９９
電話: 085３-25-１００６

■お申込み方法について

◆宿泊・航空券送迎セットプラン・お弁当・シャトルバスのお申込みは、別添申込希望調書に
必要事項をご記入の上、令和３年９月６日（月）までにFAX・郵送にて名鉄観光サービス㈱
山陰営業所へお申込ください。
※宿泊のお申込みは、必ず第２希望・第3希望までご記入願います。
◆お電話での申込は受付しておりません。
◆令和3年９月１３日頃までに申込責任者様宛に宿泊予約確認書・費用明細書等の関係書類
一式をお送りいたします。
◆上記書類の内容をご確認の上、請求書に記載の指定口座へ支払期日までに
ご入金をお願いいたします。（振込手数料はお客様負担とさせていただきます。）

名鉄観光サービス㈱ 山陰営業所
内閣総理大臣杯 第３８回全日本世代交流ゲートボール大会 デスク

〒６９０－０００３ 松江市朝日町４８４－１６（甲南ｱｾｯﾄ松江ﾋﾞﾙ７F）
TEL：０８５２－６０－７００１ FAX：０８５２－６０－７００２
E-mail：sanin@mwt.co.jp
営業時間：平日９：３０～１７：３０（土・日曜日・祝日休業）
担当：楠（くすのき）・酒葉（さかば）

お申し込み・お問い合わせは下記まで

名鉄観光サービス㈱ 山陰営業所
所長 楠 晃
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① ご宿泊のご案内

当社に宿泊等の申し込みをご希望される道場様は、別紙の申込希望調書をご記入の上、Web又はFAXにて
ご連絡をお願いいたします。後日、配宿先等が確定次第ご連絡を申し上げます。

【設 定 日】 令和3年９月１７日（金）前泊・1８日（土）当日泊
●宿泊プラン 日程表

1日目 お客様ご自宅又は前泊地―――（お客様ご負担）―――ご宿泊地
2日目 ご宿泊地―――（お客様ご負担）―――お客様ご自宅又は後泊地

★旅行代金について・・・大人お一人様あたり、サービス料・諸税込みの料金です。
★最少催行人員・・・各ホテル１名様（添乗員は同行致しません。各宿泊施設でのチェックイン手続きは各自で
行ってください。）
★別紙申込調書の宿泊希望日に下記の申込ﾗﾝｸをご記入ください。部屋タイプにつきましては弊社にご一任頂きます。
★希望ﾗﾝｸが満室の場合は、第2、第3希望ﾗﾝｸまたは他地区への配宿となる場合がございます。
※ホテル毎の提供客室数や部屋タイプ（シングル・ツイン・和室）に限りがありますので、配宿は希望施設・ご利用人数
お申込期日等を考慮し弊社にて割り振らせていただきます。（連泊希望道場様を優先配宿させていただきます）
★設定日以外の宿泊をご希望の方は、その旨を申込書備考欄にご記入ください。

◆配宿と宿泊についてのご案内
①洋室は１～４名利用、和室の場合は一人２畳以上の部屋と致します。
②参加者の配宿及び部屋割りは、チーム別・男女別を考慮し行います。
③お申込みは先着順とし、上記記載のホテル・旅館が満室の時は、他のホテル・旅館をご案内させて頂きます。

9月のｼﾙﾊﾞｰｳｲｰｸ中となりますので、予め、ご了承の程、お願い申し上げます。
④小学生の宿泊料金は、１泊朝食のホテル・旅館は同額となります。
１泊２食の旅館は、表示代金の７０％にてご案内いたします。
⑤食事の時間は原則、朝食6:30～8:00、夕食18:00～20:00ですが、競技の都合で左記の時間外に食事をする
場合は、ご相談下さい。
⑥冷蔵庫・駐車料金・電話代など個人費用はﾁｪｯｸｱｳﾄ時に現地にてお支払下さい。

※宿泊者は館内の説明を受け、非常口・非常階段のご確認をお願いします。
又、入浴時間の定めがある場合は、その定めに従って下さい。
※保護者など応援の方で宿泊を希望する場合は、直接、名鉄観光サービス(株)山陰営業所へお問い合わせ下さい。
但し、選手とは別のﾎﾃﾙ・旅館のご案内となります。

※上記料金は大会料金となります。
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１泊２食 １泊朝食

A 出雲ロイヤルホテル 15,000円 約５分 一部駐車料金必要

B グリーンリッチホテル出雲 14,500円 11,500円 約１５分 一部駐車料金必要

C 天然温泉・八雲の湯ド-ミ-イン 11,500円 約１５分 一部駐車料金必要

D ホテルサンヌーベ 11,000円 8,000円 約１６分 一部駐車料金必要

E ホテルほり江 11,000円 8,000円 約１７分 一部駐車料金必要

F ひらたメイプルホテル 7,500円 約２０分 一部駐車料金必要

G ホテルアルファーワン出雲 6,500円 約１５分 一部駐車料金必要

ホテル・旅館

旅行代金　お一人様（税込:円）

申込記号
会場までの所
要時間（車）

その他



会場・宿泊施設案内図

ドーミ―イン出雲、グリーンリッチホテル出雲、出雲ロイヤルホテル
ホテルサンヌーベ、ホテルアルファーワン出雲



④ 航空便のご案内

② お弁当のご案内

【設 定 日】 令和3年９月１８日（土）・19日（日）

【弁当代金】 ８00円（税込み）・・・・１食あたり
★会場周辺に食事施設が少ない為、お弁当のご予約をお勧めいたします。
★事前申込をお願いいたします。当日の追加申込は出来ませんのでご了承ください。
★弁当の引換時間は11:30～13:00までとし、それ以降は衛生管理上無効となります。
★弁当のお申込みにつきましては、旅行契約の適用外となります。（手配旅行契約）

ご希望の方は、申込希望調書に搭乗日、利用便をお書きください。
航空座席の運賃は、変動制の為、運賃条件をご確認・ご相談の上、ご手配回答させて頂きます。

★割引運賃又は普通運賃

★添乗員は同行いたしません。各自でチェックインをお願いします。
★利用航空会社・・・日本航空（JAL）

＊時刻は８月現在のダイヤ時刻です。変更される場合がございます。予めご了承下さい。

③ 参加者区分のご案内

大会に参加される皆様方を把握させていただくために、別紙申込書に下記をの区分を必ずご記入願います。
①監督・コーチ・引率 ②選手（小学生）③選手（中学生以上・大人）④応援保護者 ⑤運転手 ⑥その他

４

利用航空便

区間 申込番号 航空会社 便名 出発時刻 到着時刻

11 JAL 277 7:10 8:35

12 JAL 279 10:10 11:35

13 JAL 283 14:00 15:25

14 JAL 285 16:55 18:20

区間 申込番号 航空会社 便名 出発時刻 到着時刻

21 JAL 278 9:25 10:45

22 JAL 280 12:15 13:35

23 JAL 284 16:10 17:40

24 JAL 286 19:35 21:00

往路

9/18

（土）

復路

9/20

（月）

東京（羽田）⇒出雲

出雲⇒東京（羽田）



⑤ 有料シャトルバスのご案内

大会期間中、下記区間内でシャトルバスを運行致します。（事前申込者のみ。原則的に当日の
お申込みは出来ません。申込調書にご利用人数をご記入ください。お申込み後、お客様のご都合に
より取消の場合は、規定の取消料がかかりますのでご了承ください。

【利用日】 令和3年９月18日（土）・19日（日）
【旅行代金】 1回につき お一人様1500円（税込み）

※最少催行人員 ３０名
※複数の宿舎を経由（乗降）しての運行となります。
※詳細な出発時間は、申込締切後にご連絡致します。
※１９日の出発は閉会式終了後となります。

５

利用日 区間 申込記号

9/18（土）

ＪＲ出雲市駅 ８:００～８:４５発 ⇒⇒大会会場（出雲ドーム）８:１５～９:００着 ア

大会会場（出雲ドーム）１６:15～１７:00発⇒⇒ＪＲ出雲市駅 １６:30～１７:15着 イ

利用日 区間 申込記号

9/19（日）

ＪＲ出雲市駅7:45～８:15発⇒⇒大会会場（出雲ドーム）８:００～８:3０着 エ

大会会場（出雲ドーム）１４:００～１４:４５発⇒⇒ＪＲ出雲市駅１４:１５～１５:００着 オ

参考
<会場アクセス>
ＪＲ出雲市駅から出雲ドームまで

◎路線バス 所要約１８分
一畑バス 大社線 出雲大社連絡所行
片道＠２３０円
８:３０～１６:３０まで運行（２時間おきに１便）

◎タクシー 約１０分（2,000円程）
＊出雲地区のタクシー台数は限りがございます。
事前の予約は難しい場合もございます。
公共機関又は、上記の有料シャトルバスのご利用を
おすすめ致します。



※お電話・FAXにて下記までご連絡ください。

〈旅行企画・実施〉
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

名鉄観光サービス㈱ 山陰営業所
「第38回全日本世代交流ゲートボール大会デスク」

〒６９０－０００３島根県松江市朝日町４８４－１６（甲南ｱｾｯﾄ松江ﾋ゙ ﾙ７F）

TEL：０８５２－６０－７００１ FAX：０８５２－６０－７００２
E-mail：sanin@mwt.co.jp
営業時間：平日９：３０～１７：３０（土・日曜日・祝日休業）

担当：楠（くすのき）・酒葉（さかば）
総合旅行業務取扱管理者 楠 晃

■ご旅行の要約 このパンフレットは旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書及び
第12条の5に定める契約書面の一部となります。

●募集型企画旅行契約
この旅行は名鉄観光サービス㈱〔以下「当社といいます。〕
が企画・実施する旅行であり、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を締結していただきます。宿泊
等の申込書をご提出いただいた後に、詳しい旅行条件を説明
した書面をお渡ししますので、事前にご確認ください。
また、契約の内容・条件とは、各プランに記載されている条件
のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面および当社
旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

旅行中止の場合・・・ご参加のお客様が当パンフレットに明示
した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中
止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって13日目に当たる日より前に連絡させていただ
きお預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

免責事項・・・お客様が以下の事由により損害を受けられた
場合は、当社は賠償の責任を負いません。
・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行
日程の変更若しくは旅行中止
・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生
ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
・官公庁の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故
食中毒、盗難
・運送機関の遅延、不通又はこれらのために生ずる 旅行日程
の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮

特別補償・・・お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、
身体又は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意
過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、
補償金及び見舞金をお支払いします。

旅程補償・・・当社は、当パンフレットに記載した契約内容の
うち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第29条別表
2欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は同条に定めるところに
より変更補償金をお支払いします。

●旅行のお申込及び契約成立
申込書に所定の事項を記入し、所定の期日までに旅行代金
全額をお支払いください。
旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領
した時に成立するものとします。

●旅行代金に含まれるもの
各プランに明示した宿泊代、食事代、運送機関の運賃・料金、
企画料金及び消費税等諸税。

●旅行条件・旅行代金の基準日
この旅行条件は、令和３年８月１日を基準としています。
又、旅行代金は令和３年８月１日現在の有効な運賃・料金
を基準としています。

●取消料（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

■個人情報の取扱いについて

当社及び販売店は、お申込みの際にご提出いただいた個人情報を、お客様との連絡のためや、輸送・宿泊機関等の提供するサー
ビスの手配及び受領のための手続に利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関及び手配代行者に提供致します。また、
大会主催者事務局に提出いたします。ご提出いただいた個人情報をそれ以外の目的では利用致しません。
このほか当社の個人情報の取扱いに関する方針につきましてはホームページ（https://www.mwt.co.jp）でご確認ください。

■お問合せについて
■お申込締切日

９月6日（月）必着

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に関する責任者です。
この旅行契約に関してご不明な点があればご遠慮なく
左記の取扱い管理者にお尋ねください。

６

取消日
宿泊
プラン

航空送迎
セットプラン

シャトル
バス

昼食
弁当

21日目にあたる日
以前の場合

無料

無料

無料
20日目にあたる日

以降の場合
旅行代金の
20％

7日目に当たる日
以降の場合

旅行代金の30％

前日の場合 旅行代金の40％

全額当日の場合 旅行代金の50％

旅行開始後の取消・
無連絡取消の場合

旅行代金の100％

中四国21-005


