
･弁当のご案内

tJ'b5
竃蒜蒜音

(お申込か虫問合せ先】

撤扱箇所】寮日本旗薯鉄道株式会社びゅうプラザ仙台深林康行センタ-
(申込み受付】株式会tt->'ェィァール東日本企画仙台支店　宮城県知事畳替旅行業者代理集第50号

〒9804811仙台市青葉区一番町2.2..13　仙建ビル7F

コンベンションデスク　TELFAX 022-265-1509

Eメ-ルアドレス:Aizawa.Yuko@jeki.co.jp　担当　愛漂･住専

(営業時間】 9:30/-17:30(月わ金)/土･E]･祝日は休業



※ご希望のホテルが満室の場合は他のホテルへ変更させていただきますのでご了承下さい｡
※Sツイン-スタジオツイン(エキストラベット対応)

※東北新幹線はやまびこ号限定です｡ (はやぶさ･はやて･こまちご利用不可)
※連泊する際は､パック料金に宿泊のみの料金が加算となります｡
※東京～仙台往復JR+ホテル1泊分の料金がセットになっております｡
(東京～仙台の新幹線往復は通常¥21 ,1 80 ! )

【東京からお得なJてック商品がこ利用いただけます】

◆-別途料金一一一一

□■□■ロ1口■口

※大宮弗義のパックは上陀パック料金

から400円引きとなります｡

: JR往復新幹線･ホテル:
EjJ E]T【コ■EjTロ

お得なパック商品

JR仙台駅

¥ 20,700-　:

L____________J

※お弁当の予約を承りますのでご利用の万は申込書に記号を記入して下さい｡
※お引渡し場所･時間:各お申込み会場にて1 1 :00-14: 00の問

引き渡し場所 冑ｸ,ﾉ>��おにぎり弁当 
¥700円 陛S��冷�

第1会場 ���B 

引き渡し場所 冑ｸ,ﾉ>��おにぎり弁当 
¥700円 陛S��冷�

第3会場 仍��F 

引き渡し場所 冑ｸ,ﾉ>��おにぎり弁当 
¥700円 陛S��冷�

第2会場 �2�D 

引き渡し場所 冑ｸ,ﾉ>��おにぎり弁当 
¥700円 陛S��冷�

第4会場 排�H 

クラス �#H鳧傾-ﾈ,R�以後lB1歪 佛(霻� ��名 

K 屠CC��冷�5.900円 佗俾�:竟B�ワゴンR 冉B�ど 

S 途ﾃ#��冷�6,700円 傅ﾈﾅ��iw�鍈�ヴイツツ ��フィットなど 

A 湯ﾃ���冷�8,500円 ��iw�鍈�ティーダ ��カローラなど 

B 免ﾂﾃS��冷�ll,000円 ��iw�鍈�シルブイ ��アリオンなど 

MV 免ﾂﾃS��冷�ll,000円 �7�6ｨ6�92ペ�ﾈ�h.ｒ�ストリー ��など 

WA ��bﾃS��冷�16.000円 �4X5(92ビ繪�ﾈ�h.ｒ�セレナな �� 

*上記料金には免責補償料が含まれております○ 劔�� 

*駅レンタカー料金は24時間単位での料金になります｡ 1時間単位での精算はございませんのでご注意下さい
*営業時間は7 : 30-21 :00です｡

*乗捨て料金は別途必要になりますので､お問い合わせ下さい｡

★大会終了後､温泉でのんびりしませんか?
温泉に来てけさいん.-～～

旅館名 兀H夊5�487b�申込†己号 �"ﾓ9kﾉy駅��申込把等 釘ﾓYkﾉy駅��

秋保温泉 刎����I�)�姥H*ｲ�A-1 ��Rﾃ���冷�A-2 ��2ﾃS��冷�

*お申込み後の手配となりますので､ご了承下さいo 



東日本大震災･電力事情の関係で､各航空会社のフライトスケジュールが現在暫定タイヤとなっており1 1月の
フライトスケジュールが現在未定となっております｡各路線のダイヤは下記ホームページサイトにてご確認下さい.

★JAL wwJal.∞Jp ★ANA ww.ana.∞Jp

別紙申込書にご記入の上､ 1 0月1 8日(火)までにFAX又はメールにてお申込み下さい.
予約確認書を10月1 8日(火)以降に送付させて頂きますので､ 1 1月1 1日(金)までに指定口座へ
お振込み下さい｡ (お振込み手数料はお客さまご負担となります｡ )

お申込み後､お客様のご都合により変更･取消される場合は下記のとおり取消料がかかります｡
尚､変更･取消につきましては別紙変更･取消シートにてこ記入のうえ､ FAX ･ Eメールにてお願い致します｡
変更･取消のご返金は大会終了後1ケ月以内に精算させていただきます｡

ヨ又消料･お一人様 5日～2日 当日取消･当日無連絡

泊･JRパック

取消料･1台

レンタカー

※その他の変更 取消料は各会社の
規定の取消料が適用されます｡

東日本旅客鉄道株式会社(以下当社)は､旅行申し込みの際に提出された書類に記載された個人情報について､
お客様との達絹の為に利用させていただくほか､運送･宿泊施設等の提供するサービスの手配に必要な範囲内で
利用させていただきます｡



;-=1:.i_こJ_モ二 劔Jl=1二r,tfF;=1:_.F一一;LJ 凵[fL,TlJ: 冉huCF透"�儀専l 

A 坪+$ﾂﾔ｣茲ﾒ�刄_イワロイネットホテル仙台 �5h984�8ｲ�ツイン �5h984�8ｲ��ツイン ��Y�H�8ｷｸ�冢ﾈｾiy8ｭC�ﾓ"ﾓ3r�･)�Y�H遥8ﾈﾏｸ.h.�6ｹ^�)Z｢�
A-1 抱耳耳耳耳耳而��A-3 梯�

邪淫fi_i担 梯�¥22.100 梯�

B 仄�����2霽ﾃｨ���刄zテルレオパレス仙台 �5h984�8ｲ�ツイン �5h984�8ｲ�ツイン ��Y�H�8ｷｸ�冢ﾈｾi�ｩ:�ﾓふ#��･)�Y�H遥8ﾈﾏｸ.h.�6ｹ^�YZ｢�
ら-1 �.rﾓ"�ら-3 �.rﾓB�

- 劔もぎヲL亨を/jlj;_A, 兀�*ｸﾅ$h蒙UB馼��¥22,600 陛#"ﾃ����

0 ��､u-. i/p竜もb 刄Aパヴィラホテル 仙台駅前五禰 �5h984�8ｲ�ツイン �5h984�8ｲ�ツイン ��Y�H�8��}�ｾhｼｩ^C2ﾓ�ﾓ��･)�Y�H遥6ｹ^�yZｨ.��Yx��ｨｪ餔X��｢��7况ｩ?ｨ,ﾈ-ﾘ�I�,ﾈ�ｨﾘx,ﾓ)�x苓4�6(7h,X+r�
C-1 �2ﾓ"�C-3 �2ﾓB�

;こ昭｢,j托]Lqjlj 玲氾｢�嬋ﾚ�ﾚ碓ｲ�¥21.300 陛#�ﾃs���

D �h8�� ��ホテルJALシティ仙台 �5h984�8ｲ�ツイン �5h984�8ｲ�ツイン ��Y�H�9�)wHｾh扎ｹ阡��ﾓ"ﾓ�"�･)�Y�H遥�ﾈﾏｸ.h.�6ｹ^�YZ｢�

弓";三三㌢.-′ミ照と 僖-1 韮ﾓ"�D-3 韮ﾓB�

藩も. 三三Ti燕;蛋 �71/IrCpri3.6二塁 冦8叫KFt鳴�¥23.200 陛#"ﾃ����

E 倩｢钁�ｨv�ﾒxｪ鵤���ANAホリデイ.イン仙台 �5h984�8ｲ�ツイン �5h984�8ｲ�ツイン ��Y�H�8��}�ｾi�h魑�ﾓBﾓ��･)�Y�H遥8ﾈﾏｸ.h.�6ｹ^�iZ｢�
≡-1 燃ﾓ"�E-3 乃ｦﾂ�

777rlき ■鵬を誹Tく �=�%I4��2���¥23.000 陛#�ﾃ����

F 辻���ｲ�+�｣｣｢�/�ﾔﾄﾂ�刄`サンホテル仙台 �5h984�8ｲ�ツイン �5h984�8ｲ�ツイン ��Y�H�9�)wHｾi(h匍Bﾓふr�･)�Y�H遥�ﾈﾏｸ.h.�6ｹ^�YZ｢�
F-1 抱耳耳耳耳而��F-3 梯�

三撒那j:if;A 梯�¥22.600 梯�

ら �� ��ライブラリ-ホテル仙台 �5h984�8ｲ�ツイン �5h984�8ｲ�ツイン ��Y�H�9�)wHｾi(h匍2ﾓふ#r�･)�Y�H遥�ﾈﾏｸ.h.�6ｹ^�iZ｢�
r<t 剴`-1 �6�ﾓ"�Q-3 �6�ﾓB�

1㌔,格子C)_～:母 癖栞,X*ｹ/r�¥23.600 陛#2ﾃ#���

H 劍ｭ粐�翹&���ホテルユニサイト仙台 �5h984�8ｲ�スタジオツイン �5h984�8ｲ�スタジオツイン ��Y�H�9�)wHｾi(h匍Bﾓ"ﾓ2�･)�Y�H遥�ﾈﾏｸ.h.�6ｹ^�iZ｢�
H-1 売ﾃ"�H-3 狽ﾓB�

flLJ執竣=ej-恐 倅�+)�ﾉ�ﾇ｣ｲ�¥23.300 陛#"ﾃ����

I ��εxv'Fｹe做�-8蔔穹xv85����刄zテルコムズ仙台アネックス �5h984�8ｲ�ツイン �5h984�8ｲ�ツイン ��Y�H�9�)wHｾi(h匍"ﾓへﾆﾂ�･)�Y�H遥�ﾈﾏｸ.h.�6ｹ^���Z｢�
ト1 �6s"�ト3 冉ﾓB�

?.姻E迂堅lgj… 鳴ﾒ糲蔗x*ｷ"ﾉ((ﾇXﾏX桙�¥23.200 陛#"�����

J 綿�R�亳��ﾔ汎櫨�ｸ�6･��ホテルグリーンマーク仙台 �5h984�8ｲ�ツイン �5h984�8ｲ�ツイン ��Y�H�9�)wHｾi(h匍Bﾓふ���･)�Y�H遥�ﾈﾏｸ.h.�6ｹ^�iZ｢�
J-1 �｢糘�J-3 梯�

㌔.さ'組む泊 梯�¥22一一00 梯�

K ���ｧt｢�+_- _ー -1,J 冦�駟?�Bﾔﾈ�ﾈ�I~ﾒ�ホテルモンテエルマーナ仙台 �5h984�8ｲ�スタジオツイン �5h984�8ｲ�スタジオツイン ��Y�H�9�)wHｾh扎ｹ阡�6s"ﾓ�R�･)�Y�H遥�ﾈﾏｸ.h.�6ｹ^�YZ｢���ﾉx��ｨﾝ�4R��
K-1 抜ﾓ"�K-3 抜ﾓB�

モf昏｢尽忠-3㌢ �=�自�s｢ﾆ偵ｨ蔘2ﾂ�¥28.300 陛#"ﾃ����

L 剽闔ｩ?�自Uﾈ�9eﾒ�ｶ��ホテルパ-ルシティ仙台 �5h984�8ｲ�ツイン �5h984�8ｲ�ツイン ��Y�H�9�)wHｾh自MI*ﾃ"ﾓふ��･)�Y�H遥�ﾈﾏｸ.h.�6ｹ^��)Z｢�
L-1 板ﾓ"�｣-3 板ﾓB�

さ撒踊､31声 ��ｩ�ｩf�>｢�¥21,700 陛(爾螟��

M 迄ｦﾒ�刄Aークホテル仙台 �5h984�8ｲ�ツイン �5h984�8ｲ�ツイン ��Y�H�9�)wHｾi�Y*ﾃ"ﾓ"ﾓ���･)�Y�H踊.h.�6ｹ^�#�Z｢���Yx��ｨｪ餔R��
M-1 挽ﾓ"�M-3 挽ﾓB�

TL猪まきiTtli3pi T 痴ｸｸ呈dﾇ�｣ヲ�¥ままItOO 陛(爾ﾃS���

翠.ささ 

N 劔-ト､仙台､タ- �5h984�8ｲ�ツイン �5h984�8ｲ�ツイン ��Y�H�9�飆(ｾi8ﾈﾅ8�#"ﾓC蔦R�･)�Y�H踊.h.逸H,S#�Z｢�
N-1 披ﾓ"�_一一一一一 抱耳耳耳耳耳爾�ルイン長町イン ����ﾃ�ﾆ･H�:I^｢� 梯�/ 

P 劔轟火の溝韓水雷 �"ﾓ9kﾂ�4-5名 �"ﾓ9kﾂ�4-5名 ��Y�H�9�飆(ｾh�]ｹ*ﾉ9(ﾋ8�8ﾋC#r�･)�Y�H踊.h.延��ﾈ7�5ゴ�Z｢�
P-1 ��ﾓ"�P-3 ��4ﾂ�

LrIL賃~略鵜iu, �Y?ｸ�ﾚ���ｲ�¥29ー900 �9�ﾖ3にXﾆ��



仙台市内宿泊ホテルMAP
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送信先: (秩)ジェイアール東日本企画仙台支店　コンベンション事業部

FAX : 022-265-1 509/E-mail : Aizawa.Yuko@jekLcoJp

お申込み代表者名 プリカナ ���R�迄犀�ｸ��J���Κ8���r�WB�T 假9WIMHﾘb�

TEL 

先 播�鞍y���

●　宿泊･交通･弁当

名前(フリガナ) 剩N齢 性別 偬迂�?｢�冤ツインの場合 l同部屋番号 兢�9b�
11月18日 ���ﾈ���?｢�11月20日 �11月19日l11月20日 �11月21日 

例 �5ｨ985�486�6�5"��Y�H扎���50 女 ��ｲ�○ ����2 ���C ����

1 �� �� �� �� ��

2 �� �� �� �� ��

3 �� �� �� �� ��

4 �� �� �� �� ��

5 �� �� �� �� ��

6 �� �� �� �� ��

7 �� �� �� �� ��

8 �� �� �� �� ��

9 �� �� �� �� ��

10 �� �� �� �� ��

※人数が多い場合は､コピーしてご利用下さい 

●　JRパック(やまびこ限定)､ JR券
田付 剽�ﾔ名 ��h棈ｾhｭB�設備 補2�

往 路 梯�⊂ここ⊃ ち �x�ｸ羊�普通指定席 自由席 ��ﾂ�

復 路 梯�⊂:::⊃ ~ヨ �x�ｸ羊�普通指定席 自由席 ��ﾂ�

●　レンタカー　　　●　その他備考欄･秋保温泉(宿泊設定日以外)
日付 �4�8�5りｯ9eﾘ棈霻�乗車場所返却場所 兢Hｷ�?｢�備考 

/ ��仙台駅東口⇒仙台駅東口 ()() �� 

備考欄 ��



送債先: (秩)ジェイアール東日本企画仙台支店　コンベンション事業部

FAX : 022-265-1 509/E-mail : Aizawa.Yuko@jekLcojp

フリガナ ��PHONE ��

代表書名 ��FAX ��

ご連絡先 偃r�

一.一■一 し- 近 金 銀 行 [コ 仞(ﾗ8迚5洩ﾉX�,｢�9hﾜ��ﾏｸﾜ�MHﾘhﾏｸﾜ�kﾈｶ��

座 宙4ｨ5�4ｨ6鋳�

※ご返金は大会終了後となります｡
※振込み手数料を差し引いてご返金させていただきますので､ご了承下さい｡

∴南轟打率

【お問合せ先】
【取扱箇所】東日本旅客鉄道株式会社　びゅうプラザ仙台団体旅行センター

【申込み受付】

株式会社ジェイアール乗E)本企画仙台支店(宮城県知事登録旅行業壱代理業第50号)

〒980-081 1　仙台市青葉区一番町2-2-13　仙建ビル7F

コンベンションデスク　TEL･FAX 022-265-1509

Eメールアドレス: Aizawa.Yuko@jeki.co.jp　携帯番号: 090-1403-4325

【営業時間】 9:30-17:30(月～金)/土･日･祝日は休業　　　　担当:愛滞･佐藤


