
 令和 4 年度 第 27 回 全国私立高等学校選抜バドミントン大会 

【宿泊プラン・弁当 申込要項】 

※必ずご一読下さいますようお願い申し上げます

開催期日：令和 4年 8 月 28 日(日)～8 月 31 日(水) 4 日間 

会  場：千葉県船橋市  船橋アリーナ・船橋市運動公園体育館 

     千葉県四街道市 四街道総合公園体育館・千葉敬愛高校体育館 

     千葉県千葉市  敬愛学園高校体育館・JFE 体育館・千葉公園体育館 

ご挨拶 

拝啓 

 皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度「令和 4 年度 第 27 回 全国私立高等学校選抜バドミントン大会」が千葉県において開催されます 

ことを心より歓迎申し上げます。 

さて、本大会にご参加の皆様の宿泊・弁当のご案内・お手伝いを近畿日本ツーリスト株式会社 千葉支店 

 にて取り扱いをさせていただくことになりました。 

 大会の成功に向け、関係者の皆様と連携をして万全の体制で取り組ませていただく所存でございます。 

皆様のご来県を心よりお待ち申し上げます。 

 敬具 

近畿日本ツーリスト株式会社千葉支店 



ご宿泊プランのご案内  
◆宿泊プラン設定日：令和 4年 8月 28 日（日）～8月 30 日（火）の毎日 いずれも 1泊 2日 

◆ご旅行代金に含まれるもの：宿泊代金(1泊朝食付)、サービス料・消費税込 

◆ご旅行代金に含まれないもの：個人的性格の費用（飲食代、クリーニング代、電話代など）、 

任意旅行傷害保険、その他上記に含まれるもの以外 

◆食事条件について：1泊朝食付プラン 朝食 1回、昼食 0回、夕食 0回 

◆最少催行人員：1名様   ◆添乗員：同行しません 

◆日程表 

１日目 出発地 ・・・・・・ （各自にて移動） ・・・・・・・ ホテル（各自にてチェックイン）（泊） 

２日目 ホテル（ホテルにて朝食・各自にてチェックアウト）・・・・・・（各自にて移動） ・・・ 帰着地 

◆宿泊プラン一覧【男子】 ＊１泊朝食付 お 1人様あたりの料金（サービス料込、消費税込）

ランク シングル 
ツイン 

(トリプル) 
最寄駅 ホテル名 

Ａ 11,000 円

－ 船橋駅 ・ＪＲ東日本ホテルメッツ船橋（シングル利用のみ） 

  8,800 円 

市川塩浜駅 ・ＣＶＳ－ＢＡＹ ＨＯＴＥＬ （トリプル利用不可） 

千葉駅 ・三井ガーデンホテル千葉    （トリプル利用一部可） 

・ベッセルイン千葉駅前      （トリプル利用一部可） 

Ｂ   10,000 円

－ 津田沼駅 ・ＪＲ東日本ホテルメッツ津田沼（シングル利用のみ） 

  7,800 円 
京成津田沼駅 ・ベッセルイン京成津田沼駅前（トリプル利用一部可） 

千葉みなと駅 ・ザ キューブホテル千葉（トリプル利用一部可） 

Ｃ    9,500 円

－ 勝田台駅 ・ホテルドエル（シングル利用のみ） 

  6,800 円 

勝田台駅 ・ベッセルイン八千代勝田台駅前（トリプル利用不可） 

千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ中央駅 ・ホテルルートイン千葉ニュータウン中央駅前 

（トリプル利用不可） 

◆宿泊プラン一覧【女子】 ＊１泊朝食付 お 1人様あたりの料金（サービス料込、消費税込）

ランク シングル 
ツイン 

(トリプル) 
最寄駅 ホテル名 

Ａ 11,000 円   8,800 円 

千葉中央駅 ・京成ホテルミラマーレ  （トリプル利用一部可） 

千葉駅 ・三井ガーデンホテル千葉（トリプル利用一部可） 

・ベッセルイン千葉駅前  （トリプル利用一部可） 

Ｂ    10,000 円   7,800 円 千葉みなと駅 ・ザ キューブホテル千葉 （トリプル利用一部可） 

Ｃ    9,500 円   6,800 円 千葉みなと駅 ・ホテルテトラ千葉みなと駅前（トリプル利用一部可） 

◆宿泊についてのご案内 
・ご予約は上記宿舎を対象に先着順(申込順)となります。

男女で申込ＷＥＢ入口が異なりますので、ご注意ください。 

・ツインルームとトリプルルームは同額でのご案内になります。 

・シングルルーム、ツインルーム、一部トリプルルームにて提供をさせていただきます。 

・同一タイプに希望が集中した場合や申込人数により、ご希望に添えない場合があります。 

・禁煙、喫煙部屋はあくまで希望としてお預かりいたしますので、ご希望に添えない場合がございます。 

     ・各宿舎のチェックインは基本 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 

(ホテルにより異なる場合がございます) 

尚、食事時間については宿舎と学校様で打ち合わせていただきます。 

朝食内容・形式は宿舎により異なります(ビュッフェ形式・セットメニュー形式 等) 

・各宿舎から大会会場までの交通手段と駐車場は各学校様にて直接宿舎へお問合せ・ご手配をお願いします。 

・宿舎によっては駐車場が有料の場合がございます。発生する駐車料金は学校様にてご負担をお願いします。 

・朝食が不要の場合でもオリジナルプランの為、ご返金はできません（権利放棄となります） 

・同宿舎に他校も同宿する場合がございますので、予めご了承ください。 

・ベッセルイン千葉駅前、ザキューブホテル千葉、三井ガーデンホテル千葉につきましては、 

男子・女子ともに宿泊の設定をさせていただきますので、予めご了承ください。 

◆名簿(宿泊者リスト・お部屋割り表)の提出について
 ＷＥＢ申込後、サイト貼付の「宿泊者リスト兼お部屋割り表」をご記入の上、専用アドレスへご返信 

 いただきますので予めご準備ください。 



お弁当のご案内  ※当社はお弁当手配の代行受付を承っております

◆概要
大会期間中、令和 4年 8月 28 日（日）～ 8月 31 日（水）の 4日間、会場でのお弁当手配を承ります。 

◆弁当代金  

１食 900 円（税込） ※パックお茶付き

◆受渡場所 
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 15:00 まで） 

※事前申込みのみとなります。当日販売はいたしませんので、ご注意ください。 

※大会会場周辺にはレストランなどの食事施設が少ないエリアもある為、事前申込みをおすすめします。 

※宿泊手配なし、お弁当のみのお申込みも可能です。 ※お弁当は「旅行契約」ではありません。 

お申込み方法（宿泊・お弁当) ※大会指定業者(近畿日本ツーリスト千葉支店)を通じてお申込みください      

◆申込方法について 
全国私立高等学校バドミントン連盟ホームページに申込サイトのＵＲＬを掲載いたします。 

そちらからお申込ください。 

又は、下記大会専用ホームページ又は右記ＱＲコードを読取いただきお申込みください。 

【男子】大会専用申込ＵＲＬ                                    【男子】
https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON10010.xhtml?t=T2000445580

【女子】大会専用申込ＵＲＬ 

https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON10010.xhtml?t=T2000447135  

【女子】

◆ご登録いただきましたメールアドレスに最終案内を 8 月 22 日(月)予定でお送りさせていただきます。

◆申込期間（期限）について 

令和 4年 7 月 14 日（木）12:00 ～ 令和 4年 7月 25 日（月）12:00 
※宿泊プランは先着順(申込順)でのご予約となりますので、ご注意ください。

※お電話・FAX による受付・変更はトラブルの原因になりますので、設定しておりません。 

お支払い方法   
◆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。 

8 月初旬に郵送致します。

お振込み期限：8 月 12 日（金） 
※お振込みは、「学校名」でお願い致します。振込手数料はお客様負担にてお願い致します。 

※8月 3日（水）までに請求書が届かない場合は、ＷＥＢ画面上でご案内する問合せ先「近畿日本ツーリスト 

専用デスク」までご連絡ください。連絡先 TEL：0570-064-205
◆お振込み後のお取消や人数変更等によりご返金が発生した場合には、大会終了後令和 4年 9月 30 日(金)までにご返金 

いたします。 

― 【男子】お振込み先 ―            ― 【女子】お振込み先 ― 
銀行名：三井住友銀行  支店名：ひなぎく支店     銀行名：三菱ＵＦＪ銀行  支店名：振込第二支店 

口座名義：近畿日本ツーリスト株式会社          口座名義：近畿日本ツーリスト株式会社 

口座番号：普通口座 ２８９０３００                    口座番号：普通口座 ８６５２１８４ 

変更・取消について
◆申込締切日、令和 4年 7月 25 日(月) 12:00 までは、ＷＥＢページ（マイページ）にて手続きができます。 

ユーザーＩＤとパスワードでログインしていただき、予約内容の追加・変更・取消の操作を行ってください。 

◆8 月 8 日(月)以降の変更につきましては、下記取消料が発生いたします。 

◆7月 25 日(月)12:00 以降の変更・取消に関しては、E-mail にてご連絡お願い致します。 

 ＷＥＢからの変更・取消は出来ません。 

◆取消につきましては、お取消のご連絡が弊社に到着した時点で有効となります。ただし、営業時間外に到着したご連絡

につきましては、翌営業日の取消となりますので、お気を付けください。 

◆すでにお支払が終了した後の変更・取消による精算は、大会終了後に行います。大会当日会場でのご返金はできかねま

すので、予めご了承ください。 

◆お客様の都合で予約を取り消される場合、以下の取消料を差し引き、ご返金させていただきます。 



【宿泊お取消料のご案内】 ※「旅行開始日は令和 4年 8月 28 日(日)」として取消料を算出させていただきます。 

※土日祝日にあたる日は、前倒しになりますので、予めご了承ください。

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

20 日目から 8 日目まで

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

7 日目から前々日まで 

旅行開始日

前日 

旅行開始日

当日 

旅行開始後または

無連絡不参加

8月 8日(月)から 8 月 19 日(金)から 8 月 26 日(金)から 8 月 27 日(土)・8 月 28日(日) 8 月 28 日(日)以降

20% 30% 40% 50% 100% 

【お弁当お取消料のご案内】  ※お弁当個数減の場合も下記適用といたします。  

                 ※土日祝日にあたる日は、前倒しになりますので、予めご了承ください。 

8 月 26 日(金) 12:00 まで 8 月 26 日(金)12:00 以降、当日の取消および無連絡 

  0% 100% 

その他
◆大会期間中の交通・移動手段について 
千葉県までの交通手段は、参加者各位でお手配をお願い致します。 

また大会期間中、計画輸送バスの運行は予定しておりません。大会会場へは参加者各位にてご来場ください。 

◆領収証について 

 ご希望の方は、申込時にＷＥＢ画面にて必要な情報をご入力ください。

大会終了後、9月 16 日(金)予定にて、発送させていただきます。 

※発送までお時間を頂きます点、ご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 ※大会当日に会場でのお渡しはございませんので、予めご了承ください。 

◆【個人情報のお取扱いについて】

今回の手配に際し、ご登録いただいた皆様の個人情報に関しましては、今回の受付の業務上あるいは各種手配に必要な

場合のみの利用とし、近畿日本ツーリスト株式会社 千葉支店がその他の目的で利用することはございません。 

個人情報の管理には万全の体制で臨んでおります。

近畿日本ツーリスト株式会社の個人情報への取り組みについては以下のホームページをご覧ください。 

近畿日本ツーリスト個人情報保護方針  https://www.knt.co.jp/privacy/web/ 

お問合せ先                             

(株)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 4年度 第 27回 全国私立高等学校選抜バドミントン大会」 係 

〒135-0062 東京都江東区東雲 1-7-12 KDX 豊洲グランスクエア 3 階 

TEL：0570-064-205  FAX :03-6730-3230
【男子受付】 E-MAIL：tourdesk109@or.knt.co.jp  男子専用係まで 
【女子受付】 E-MAIL：tourdesk100@or.knt.co.jp  女子専用係まで 

営業時間：月～金 10:00～17:00 ※土・日・祝日は休業 
【旅行企画・実施】

近畿日本ツーリスト株式会社 千葉支店 

総合旅行業務取扱管理者：児玉 靖生 

担当者：斉木 祐介 ・ 山本 大悟 ・ 太田 正樹 


