
第 18 回全日本中学生バドミントン選手権大会 
大会日：平成３０年３月２３日（金）～平成３０年３月２５日（日） 

大会会場：ならでんアリーナ（奈良市中央体育館）/田原本町中央体育館 

宿泊・弁当お申込みのご案内 

拝啓 
 時下ますます清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素より弊社業務に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さてこの度、奈良県におきまして「第 18 回全日本中学生バドミントン選手権大会」が開催されますことを、 
心よりご歓迎申し上げます。 
 この大会にあたり、全国からご参加いただく皆様の宿泊、お弁当の手配を弊社で担当させて頂く事となりました。 
 大会当日は万全の準備を整え、皆様方のお越しを心よりお待ちしております。 

謹白 
株式会社日本旅行  奈良教育旅行支店 

支店長  吉田 強 
 
■申し込みについてのご案内 

（1）この要項の対象者は、「第 18 回全日本中学生バドミントン選手権大会」に参加する選手・監督・引率教員・ 
保護者等応援者とする。 

（2）宿泊に関しては、株式会社日本旅行奈良教育旅行支店が予定人員を確保しているので、必ず所定の申込先に
申込むものとする。 

 
① 申込方法申込方法 
（1）お申し込み方法について 

      ・本大会のご出場が決定次第、所定のＷＥＢ申込システムに必要事項を入力またはＦＡＸにてお申し込み 
ください。〔申込 URL〕https://va.apollon.nta.co.jp/narabad18/ 
奈良県バドミントン協会ホームページのリンクからもお申し込みいただけます。 
・電話でのお申し込み・変更・取消は間違いを防ぐためお受けできません。 
専用 WEB サイト（弊社 WEB システム：APOLLON）より直接お申込み、または FAX にてお申込み頂きます。 
 

（2）お申し込み締切日 
専用 WEB サイト受付期間：平成 29 年 12 月 11 日（月）～２月 9 日（金） 
FAX 受付期間：12 月 11 日（月）～２月９日（金） 
 

② 宿泊のご案内 
（1）旅行代金（宿泊代金） 最少催行人員１名（添乗員は同行致しません） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1泊2食 1泊朝食

A-1 シングル － ¥11,000
A-2 ツイン － ¥9,200

B-1 シングル － ¥14,000
B-2 ツイン － ¥12,500

C スマイルホテル奈良 ホテル シングル － ¥8,500

D-1 シングル ¥16,000 ¥12,000
Ｄ-2 ツイン・トリプル ¥15,000 ¥11,000

Ｅ-1 シングル ¥13,000 ¥10,500
Ｅ-2 ツイン・トリプル ¥12,000 ¥9,500

F-1 シングル ¥14,000 ¥11,000
F-2 和室（定員利用） ¥10,800 ¥7,800

G-1 シングル ¥12,000 ¥8,500
G-2 ツイン ¥11,500 ¥8,000

H-1 和室（1・2名利用） ¥20,000 ¥18,000
H-2 和室（定員利用） ¥9,500 ¥8,000

I-1 和室（1・2名利用） ¥12,500 ¥11,000
I-2 和室（定員利用） ¥9,500 ¥8,000

J-1 和室（1・2名利用） ¥12,000 ¥10,500
J-2 和室（定員利用） ¥9,000 ¥7,500

Ｋ-1 和室（1・2名利用） ¥12,000 ¥10,500
Ｋ-2 和室（定員利用） ¥9,000 ¥7,500

大仏館 旅館

旅館南都 旅館

ホテル葉風泰夢 ホテル

旅館江泉 旅館

ホテルウェルネス飛鳥路 ホテル

白鹿荘 旅館

アジール奈良アネックス ホテル

申込番号
旅行代金（税・サービス料込）

ホテル日航奈良 ホテル

ホテルサンルート奈良 ホテル

ホテル名 宿泊タイプ 客室タイプ

奈良ロイヤルホテル ホテル

https://va.apollon.nta.co.jp/narabad18/


【ご案内】①定員利用ご選択の場合、各部屋の定員数は各宿泊先で異なります。 
    ②旅行代金には、旅行日程に記載された宿泊費、食事代、及び消費税等諸税を含みます。 

③禁煙ルームは選手の方へ優先的にご案内させていただきますが、空室状況により喫煙ルームの 
消臭対応となる場合がございます。予めご了承くださいますよう宜しくお願いいたします。 

   
（2）早着・遅着の取扱 
チェックインは１５：００以降、チェックアウトは１０：００以前を原則とします。 
それ以前、以降の場合は追加料金がかかる場合があります。 
 

（3）配宿について 
・配宿は大会本部と協議の上、行います。宿泊施設の収容人数が満員に達した場合、止むを得ず希望外または 
利用宿泊施設以外へ配宿を行うことがあります。予めご了承ください。 
・宿泊施設は駐車場を有しない施設が多い為、（有する場合でも有料）駐車場代金がかかる場合があります。 
・配宿は選手・監督・コーチ・引率教員を最優先いたします。また応援中学生・一般応援者・保護者 
につきましては可能な限り選手等と同じ宿泊施設に配宿いたしますが、収容人数が満員に達した場合、 
他の宿泊施設をご案内することがあります。 
※原則として、申込先着順にて配宿の調整を行います。 

 
（４）ホテル周辺地図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 弁当のご案内 
  お一人様 700 円（お茶・税込） 
  受渡日：平成 30 年 3 月 23 日（金）～3 月 25 日（日） 
  弁当引渡場所：大会会場「日本旅行デスク」 
  弁当引渡時間：11:00～13:00 ※引渡後は速やかにお召し上がりください。 



 
④ レンタカーのご案内 

大会期間中レンタカーのお手配を承ります。 
ご希望のお客様はご依頼ください。 

車種タイプ 日帰り 1泊 2日 2泊 3日 

Ｓクラス（5名乗り） 7,500円 15,000円 22,500円 

Ａクラス（5名乗り） 10,000円 20,000円 30,000円 

ＷＨクラス（7名乗り） 19,500円 39,000円 58,500円 

ＷＡクラス（8名乗り） 23,000円 46,000円 69,000円 

利用時間はレンタカー会社営業時間（8:00～20:00）となります。 
 

⑤ お支払い方法 
  請求書記載の弊社口座へ振込にてお支払いください。尚、振込手数料はお客様負担となります。 
 
 
   
   
⑥ 申込後の変更・取消料規定について 
  お申込後の変更・取消の際もお手数ですが、専用 WEB サイトもしくは FAX にてご連絡お願い致します。 

電話での変更・取り消しは受付いたしません。 
 

■宿泊の取消料金 

弊社へのご連絡時期 宿泊日の２日前まで 宿泊日の前日まで 宿泊当日 

取消料金 無料 宿泊代金の 20％ 宿泊代金の 100％ 

■弁当の取消料金 
注文日前日の 16:00 までは無料、以降の取消は 100％の取消料金負担となります。 

※取消日基準時間は１8：0０まで（１8：0０を過ぎた場合は翌日受付扱いとさせていただきます） 
■レンタカーの取消料 

弊社へのご連絡時期 利用日の２日前まで 利用日の前日まで 利用日当日 

取消料金 無料 レンタカー代金の 20％ レンタカー代金の 100％ 

 
 
⑦ 駐車場 

マイクロバス・自家用車でお越しの方は、申し込みの際に必ずご記入をお願い致します。 
宿泊先によっては駐車代金が必要となります。 

 
お申込み・お問い合わせ先 

旅行企画・実施 
観光庁長官登録旅行業第２号   (社)日本旅行業協会正会員  
株式会社日本旅行 奈良教育旅行支店 
〒630-8236 奈良県奈良市下三条町 10-1 末廣ビル 4 階      
ＴＥＬ：0742-26-7225 ＦＡＸ：0742-27-3274 
E-mail : tisnara_net@nta.co.jp 
営業時間 平日/10：00 ～ 18：00  ※土・日曜・祝祭日は休業日 
総合旅行業務取扱管理者 ／ 高田 敏生 
担当／吉田・汐見                                                 

  
■個人情報の取り扱いについて 
当社は、お申し込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用
させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び
それらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 
上記以外の目的で本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。  西日本 17－251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

振込先：銀行名 みずほ銀行（金融機関コード:001）   支店名 十五号支店（店番:153） 
口座番号 3101599  振込人名義 (株)日本旅行〈カブシキガイシャニホンリョコウ〉 

 



 
 

 

ご 旅 行 条 件（要約） 
 

【お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込み下さい。】 

 

 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は、㈱日本旅行奈良支店（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くことになります。 

 

●旅行のお申込み方法と契約の成立 

(1)別紙所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込み下さい。 

(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受理した 

時に成立するものとします。 

  

●お申込み方法と契約の成立 

旅行代金は当社が指定する期日までにお支払いください。また、

お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の

署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいた

だくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からの

お申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 

 

●取消料 

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、各箇

所記載の取消料として申し受けます。 

 

●旅行代金に含まれるもの 

各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金(注釈の

ないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、及び消費税等諸

税これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原

則として払い戻しいたしません。(コースに含まれない交通費等の

諸費用及び個人的費用は含みません。)   

 

●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。 

・死亡保証金：1500 万円 

・入院見舞金：2～20 万円 

・通院見舞金：1～5 万円 

・携行品損害補償金：お客様 1 名につき～15 万円（但し、補償対 

象品 1 個あたり 10 万円を限度とします。 

身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸収、摂取 

したときに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸収、吸収又は摂取 

した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みます。ただし、細 

菌性植物中毒は含みません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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の中止 

・官公署の命令、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、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の 

 変更若しくは目的地・滞在時間の短縮 

 

●国内旅行傷害保険加入のおすすめ 

旅行先において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費

等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害

賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これら

の治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保にするため、

お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めし

ます。詳細については、お問い合わせ下さい。 

 

●事故等のお申し出について 

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに現地係員・運送・宿

泊期間等旅行サービス提携機関、又はお申込み箇所にご通知くだ

さい。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくな

り次第ご通知ください。） 

 

●個人情報の取り扱い 

（１）当社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お

客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービス

の受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 

   また、大会運営に伴い大会主催事務局へ情報を提供させていた

だきます。 

（２）当社、当社グループ会社および販売店では、①取り扱う商品、サー

ビス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い 

③統計資料の作成。 にお客様の個人情報を利用させていただく

事があります。 

（３）このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホ

ームページ（ http://www.nta.co.jp )でご確認下さい。 

 

●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は平成 29 年 12 月 1 日を基準としています。又、旅

行代金は平成 29 年 12 月 1 日の有効な運賃・規則を基準として算

出しています。 

≪旅行企画・実施≫ 

観光庁長官登録旅行業第２号     

株式会社日本旅行 奈良教育旅行支店 

総合旅行業務取扱管理者 ／ 高田 敏生 

〒630-8236 奈良県奈良市下三条町 10-1 末廣ビル 4階      

ＴＥＬ：0742-26-7225 ＦＡＸ：0742-27-3274 

営業時間 平日/10：00 ～ 18：00  ※土・日曜・祝祭日は休業日                                           

 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店（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、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく

上記取扱管理者にお尋ねください。 


