
令和元年度 第 48回 関東高等学校選抜バドミントン大会  
 【宿泊・お弁当 WEB申込のご案内】 

拝啓   
時下皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
この度「令和元年度 第 48 回 関東高等学校選抜バドミントン大会」にご出場されますことを、心よりお祝い申し上げます。 
本大会の開催にあたりまして、ご参加されます皆様のお手伝いをさせていただく運びとなりました。ご参加の皆様にご満足いただけますよう、
全国展開の総合旅行会社として精一杯心をこめましてお手伝いさせていただく所存でございます。 
皆様のご来県を社員一同心よりお待ち申し上げます。                                             敬具 

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏千葉教育旅行支店 一同 
１．宿泊について 
    （１）宿泊期間、対象者について 

2019 年 12 月 24 日（火）・12 月 25 日（水）の２泊 
※対象者は、今大会に参加する監督（引率教員・コーチ）・選手（マネージャー・応援含）・バス乗務員、とします。

（２）宿泊料金について 
グループ 

Ａ １２,０００円（税込） 1 泊 2食付の料金（税込）

Ｂ １１,０００円（税込） 1 泊 2食付の料金（税込）

C ８,５００円（税込） 1 泊朝食付の料金（税込）
・生徒・引率者・乗務員の宿泊は、別々のお部屋をご用意します。（金額はすべてホテルランク毎に同額です）
各宿舎の部屋タイプは、男女別に各 1名～3名様１室となります。お部屋タイプのご選択は出来ません。 
・各宿舎共にチェックインは午後3時以降、チェックアウトは午前 10 時までとなります。 
（午後 3時以前のチェックイン、午前 10 時以降のチェックアウトをご希望される場合には、別途費用がかかります）
・食事時間については、各宿舎のご案内に沿って生徒様へご案内ください。基本的には、他の一般客と同じ会場となります。 
お食事（夕食または朝食）の取消（事前連絡の有無によらず）によるご返金は出来かねますので何卒ご容赦ください。
・各県からの交通手段、および各ホテルから大会会場までの交通手段は、各学校にてご手配願います。 
・宿舎によっては駐車場が有料の場合（または駐車場無し）がございます。発生する駐車料金に関しては、学校様にてご負担願います。 
＜ホテル一覧＞ 

グループ 利用予定宿泊施設（部屋タイプ：生徒・引率者・乗務員・男女別に各 1名～3名 1室） 

Ａ 成田ビューホテル（1泊 2食）      /  ホテルマイステイズ プレミア成田   （1泊 2 食） 

Ｂ アパホテル 京成成田駅前（1泊 2食）/  マロウドインターナショナルホテル成田 （1 泊 2食） 

C 成田U－シティーホテル成田（1泊朝食）/ ミートイン成田 （1 泊朝食） 
※夕食は各自で別途お取りください      ※夕食は各自で別途お取りください  

※ご要望に出来る限り沿えますよう配宿をさせていただきますが、宿泊施設、人数枠に限りがございますため、宿のご指定をいただいて 
もご希望に添えない場合がございます。上記ホテルを対象に、最終的には弊社・大会本部にて宿泊先を決定させていただきます。

           ※各ホテルの詳細（抜粋）は、別紙【宿泊施設のご案内】をご参照ください。 

２．昼食お弁当について（お弁当のみのお申込みも承ります（事前WEB のみ）※実施当日の販売はございません） 
      （１）取扱期間 

2019 年 12 月 24 日(火) ・ 12 月 25 日（水）・ 12 月２6日（木）の 3日間 
      （２）弁当代金

１食 ９０0 円（税込）※お茶付き  ※3 日間ともに、別メニューの内容となっております 
      （３）受渡場所（※学校名にて確認、配付をお願いいたします） 
     大会会場の指定配付場所にて、11:00～13:00 の間に配付（ゴミ回収は、同指定場所にて 15:00 まで） 



3．申込方法について 
以下の URL にクリックしてアクセスし、申込入力を行ってください。（クリック出来ない場合、画面上の文字を、コピー＆ペーストして検索）
QR コードからでも申込可（電話、FAX によるお申し込みは行っておりません。トラブル防止のため、WEB のみの受付とさせていただきます） 

URL： https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON00010.xhtml?t=T2000254603

＜申込受付＞  2019 年 11 月８日（金）10:00～ 受付開始 QR コードはこちら ⇒

4．申込期限について
申込期限： 2019 年11 月22 日（金）17:00 まで

5．宿舎の決定及び宿泊・弁当代金のお支払い、その他について
    （１）宿舎の決定については、申込時にご登録いただく電子メールアドレスに配宿決定通知を送付いたします。 
         （11 月 29 日～12 月 2日ごろを予定） 
    （２）宿泊および弁当の代金については、弊社よりお送りする請求書に記載の銀行口座へお振込みください。

お振込み期限：12 月 13 日（金） ※お振込みは、「学校名」でお願いします。 
   ※12月 13 日（金）までに請求書が届かない場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。 
    （３）領収証をご希望の方は、申込時にWEB画面にて必要な情報をご記入ください。1月 14 日以降、郵送にてお送りします。 
    （４）取消・人数変更などによるご返金は大会終了後とさせていただきます。

6．人員変更・取消について
（１）申込後の変更・取消については、WEB画面にてお願い致します。 

         ◆＜WEB での変更可能期間＞11 月 22 日（金）17:00 まで
     ＊WEB での変更可能期間については電話での変更・取消はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

変更につきましては下記取消料が発生する場合がございます。
（２）お客様のご都合で予約を取消される場合は、取消料を申し受けます。

取消料は弊社の営業日・営業時間内でWEB画面にて変更された日時を基準に発生いたしますのでご注意ください。
    （３）WEB での変更期間終了後から大会期間中の変更・取消は、下記トラベルサービスセンターにて、メール・FAX にて承ります。 
    （４）変更・取消に生じた差額は、大会終了後 1月下旬を目途に、次の取消料を差引いてご指定の口座へご返金致します。

【宿泊取消料】※12 月 21 日（土）、22 日（日）は弊社休業日にあたるため、取消は各宿泊施設へ直接お申し出ください。 

12/3～12/16 12/17～12/22 12/23 12/24 
旅行開始後の解除
及び無連絡の場合

   20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 
【弁当取消料】

前々日まで 前日・当日 
無料 100％ 

【お問合せ・お申込先】 受託販売 
株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス トラベルサービスセンター東日本
「令和元年度 第 48回 関東高等学校選抜バドミントン大会 サポートセンター」係 
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KF ビル 3階(301) 
TEL:0570-064-205  FAX:03-6730-3230 
E-MAIL:  tourdesk79@or.knt.co.jp 
営業時間：10：00～17：00（休業日：土日祝日）



【宿泊施設のご案内】 ①

■宿泊施設のご案内（ホテル案内）につきましては、食事時間等変更が生じる可能性がございます。
食事時間につきましては、宿泊施設から学校様へ直接ご連絡させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
■駐車場情報につきましては、乗用車利用時のご案内となります。大型バス・マイクロバスを駐車する場合の料金・条件は異なります。
なお、駐車場の予約・手配が必要な場合は、学校様にてお手配いただきますようお願いいたします。

グループ／施設名 A 成田ビューホテル
エリア／所在地 成田空港付近 〒286-0127 千葉県成田市小菅 700 
TEL／FAX TEL：0476-32-1111／FAX：0476-32-1078 

アクセス
JR成田駅または成田空港より車で約 15分
※JR成田駅・成田空港より送迎バスがございます。詳細は HP をご参照ください。

食事
朝食：6:00～
夕食：17:30以降～（要相談）

駐車場 先着順 1台 300円／入庫から 24時間毎

グループ／施設名 A ホテルマイステイズプレミア成田
エリア／所在地 成田空港付近 〒286-0131 千葉県成田市大山 31 
TEL／FAX TEL：0476-33-1661／FAX：0476-33-5252 

アクセス
JR成田駅または成田空港より車で約 10分
※JR成田駅・成田空港より送迎バスがございます。詳細は HP をご参照ください。

食事
朝食：6:00～
夕食：18:00頃～（要相談）

駐車場
先着順 入庫から 24時間毎
第 1駐車場 400円・第 2駐車場 300円・第 3駐車場 200円

グループ／施設名 B アパホテル京成成田駅前
エリア／所在地 成田駅付近 〒286-0033 千葉県成田市花崎町 906番
TEL／FAX TEL：0570-053-111／FAX：0476-20-3112 

アクセス
京成成田駅東口より徒歩 1分
JR成田駅東口より徒歩 4分

食事
朝食：6:15～
夕食：18:00頃～（要相談）

駐車場 先着順（10台まで） 1台 1500円／1泊

グループ／施設名 B マロウドインターナショナルホテル成田
エリア／所在地 成田空港付近 〒286-0121千葉県成田市駒井野 763-1 
TEL／FAX TEL：0476-30-2222／FAX：0476-32-9112 

アクセス
JR成田駅または JR・京成成田空港駅より車で約 15分
※JR成田駅・成田空港駅より送迎バスがございます。詳細は HP をご参照ください。

食事
朝食：6:00～
夕食：18:00頃～（要相談）

駐車場 先着順 1台 300円／1泊



【宿泊施設のご案内】 ②

グループ／施設名 C 成田U-シティーホテル
エリア／所在地 成田駅付近 〒286-0035 千葉県成田市囲護台 1-1-2 
TEL／FAX TEL：0476-24-0101／FAX：0476-24-0160 

アクセス
JR成田駅西口より徒歩 2分
京成成田駅西口より徒歩 7分

食事
朝食：6:15～
※夕食は各自でお取りください

駐車場 先着順 宿泊の場合無料

グループ／施設名 C ミートイン成田
エリア／所在地 成田駅付近 〒286-0033 千葉県成田市花崎町 904 
TEL／FAX TEL：0476-23-1113／FAX：0476-37-3322 

アクセス
京成成田駅エスカレータを降りて徒歩 1分
JR成田駅東口より徒歩 6分

食事
朝食：6:30～
※夕食は各自でお取りください

駐車場 先着順 宿泊の場合無料


