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第65回中部日本バドミントン選手権大会
ご宿泊のご案内

1,参加申込手続きについて

別紙申込書に必要事項をご記入いただき､下記の要韻でお申込み下さい｡宿泊確認等の準備

がございますので､それぞれのお申し込み期日は厳守して頂きますようお願い申し上げます｡
●    ●    ●    ●     ●  〟  ●     ●    ●   ●  ●   〟   ● ●●

尚､変更事項が生じた場合は､トラブル防止の為､郵送又はFAX又はE÷Ma血にて速やかに弊

社までご連絡下さい｡

①　宿泊申込者　⇒　名鉄観光サービス㈱四日市支店

宿泊申込者は､別紙『宿泊申込書』に必要事項をご記入の上､下記期日ま
でに弊社-郵送又はFAX又はE-Ma山こてお願いします｡

尚､送付の際には､必ず原本の控えを保管するようにお願いします｡

※電話でのお申込･変更は､トラブルの原因となりますので､お受け出来ま

せんのでご了承願います｡

【申込締切】 平成:24年10月 ��Y?｢粟���
※10月5日以降の新規申込､追加､変更につきましては

発生手配となりますのでご了承下さい｡

②　宿泊利用券の送付

宿泊利用券に請求書を添えて､弊社より､お申込担当者様へ､

発送いたします｡

※宿泊利用券類は､当日必ずご持参下さい｡

【発送予定日】 ヽ 兌ﾙ�ﾃ#ID���ﾈ��∴1㌻百(金)i 

③　宿泊費の振込み

宿泊利用券の内容をご確認いただき､諮求金額を指定口座にお振込みく

ださい｡尚､振込手製料は､お客様のご負担とさせていただきます｡

※宿泊寮の領収書を希望される方は､事前に弊社担当者までお申し出下

さい｡入金確認の上､領収書をお捜しいたします｡

※ご都合により事前にご入金が出来ない場合は､弊社担当者にご相談下

さい｡

銀行名:三菱東京UH銀行新東京支店
口座番号:普通　3318457

口座名義:名鉄観光サービス株式会社

(メイテツカンコウサービス力ナシキガイシャ)
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宿泊設定日:平成24年11月9日(金)葛10日(士),11日(日)

宿泊施設および料金(お一人様あたり/1泊朝食付き､諸税込み)

記号 �7ｨ6X8ｹkﾂ�部屋タイプ 偬迂�{����*�ｩ�ﾉvﾂ��アクセス 

A 俶ﾉ?ｨ�9YH7ｨ6X8ｲ�シングル 宝�2ﾃcS�冷�●近鉄四日市駅より徒歩3分 ●JR四日市駅より徒歩ー5分 ●四日市中央緑地体育館まで車約10分 認韻書撃藍で詰謹oii円 大型車なし 

B �7ｨ6X8ｸ8ﾈ4�7�8ﾈ5��シングル ノ �-��ふS��冷�●近鉄四日市駅より徒歩2分 ●JR四日市駅より徒歩15分 -●四日市中央緑地体育館まで車約10分 
四日市 劍�ﾉ~俾ﾘ�9zy�ﾈ支ｭ�-ﾈ,X棈,^/ﾃC�Z｢��ﾉ)8鋹�Xｾ�ﾓｩX�,ｨ棈自I�����冷��Xﾅ竟H,�+R�

C �7ｨ6X8ｸ8ｲﾘ6x4892��ｸ賈?ｨ�2�シングル 途ﾃS���冷�●近鉄川原町駅より徒歩7分 ●四日市中央緑地体育館まで車約15分` ●鈴鹿市立体育館まで車で約45分 ●駐車料金:普通車無料 大型車無料 

D �7h8�6x987ｨ6X8ｲ�シングル 唐ﾅ���冷�●近鉄四日市訳より徒歩3分 ●JーR四日市駅より徒歩ー5分 ●四日市中央緑地体育館まで車約十0分 
四冒市 劍�ﾉ~俾ﾘ�9zy�ﾈ支ｭ�-ﾈ,X棈,Yo�C�Zｦ���ﾉ)8鋹{��ｩX�,ｨ銈��迂�������冷�ﾙ�Xﾅ竟H,�+R�

E �7ｨ6X8ｸ8ｸ�ｸx�6x4892�~俾ﾒ�シングル 途ﾃ���冷�●近鉄平田両駅より徒歩10分 ●四日市中央緑地体育館まで車約40分 又は ツイン 凵恬骼ｭ市立体育館まで車で約20分 ●駐車粗金:普通車.無粋 大型車無料 

千 �5(987H4�(�7ｨ6X8ｲ�｢ﾘ�円俾ﾒﾒ���シングル 宝づ���冷�●近鉄白子駅より徒歩3分 ●四日市中央緑地体育館まで車約40分 ●鈴鹿市立体育館まで車で約10分 ●駐車粗金:普通車無料 大型車なし 

※　ツインの部屋を1名標でご利用頂く場合もございます｡他に相部屋希望者がいない場合は追加代金が必要となります｡-

※　原則として､.先着順にて調整をさせていただきます｡仕入部屋数の関係で満室になった場合は､他､宿泊薙穀,客室タイ

プの変更をお願いする場合があります｡予めご了承願います｡

※　ツインル｢ムでのお申込みの場合は､同室希望者様のお名前をご記入下さい｡ご記入のない場合は､原則として同県･隣

県参加者様との相部屋とさせていただきます｡予めご了承願います｡
※　宿泊施設内においての電話代､飲物代､クリーニング代等個人的費用は旅行代金に含まれていません｡チェックアウト時

に各自にてご稿算下さい｡_

※　ホテルによっては駐車場粗金が別途かかる場合がございます｡ (1泊あたり1,000円程度t高さ制限,出庫時間制限あり)

●取消料について

取消料/お客様はいつでも取消粗をお支払いいただくことにより契約を解除することができます｡
･10日一8日前 土*ｸ���(齷���前日. �9i?｢�無連絡 

寧皇ー �#�R�39% 鼎�Rﾒ�50% ����R�
◆個人情報の取扱について(http://W棚･棚厄〇〇･ jp･ index･ sh軸)

ご旅行申込に際して提出いただいた個人情報につきましては､お客様との連絡のためや宿泊･運送機関等の提供するサービスの手配及び受領の為の手続き

に利用させていただくほか､必要な諦園内で当該機関等及び手弔代行者に提供いたし志す｡また研究大会参加者名簿作成等のため主催者事務局にも提出致し

ます｡当社の個人情報の取扱いに関する方針については､当社の店頭またはホームページでご確認ください｡
ヽ 'ノ観光庁長官登録旅行業第5ー5号 

(- 几xﾗ8ｮ�b韲�邊笙kﾉ58ｬ�X5H�ｸ7(5茜H�檍��賈?ｨ�8迚5��

〒510-0085三重県四日市市諏訪町4-5(四日市諏訪町ビル内) 

TELO59-353-8558-FAXO59-352-7｢488【担当橋爪】 

《営業時間》月曜日～金曜日9:00-18:00定休日土.日曜､祝祭日 



第65回中部日本バドミントン選手権大会

宿泊　申　込書

都道府県名 ��

チーム名 ｢ ��
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担 当 者 倅洩ﾂ� � 
Bメ一ル 白�
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電話 亶ｹ��� 冓FAX ��
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◆請求書の宛名が上記と違う場合はご記入下さい｡ ･また領収書が必要尤場合もご記入下さい｡
i

l

〇回

1                                                                                                                                   ＼

◆宿泊田所希望

･藷警務曇蕊0.-醍
◆宿泊申込者記入欄

香 早 偬�4な益)��剌h泊日に○をつけてくたさい 劔YH夊5�487b�喫煙.禁煙 希望 �:�ｨｯ9eﾙy2�

氏.名 �4X8ｨ4ｸ�ｸ6�����性別 倆B�粟���一 ll/10(土) 免ﾂ�ﾂ迂"��

例 倅�B笋驟��ミエタ.ロウ �&｢�○ �"� �5h984�8ｲ��ｸ�ﾂ�撃㊨ ��

1 ��＼ ��"� �� ��喫煙.禁煙 ��

2 鳴� �� �� ��喫煙.禁煙 ��

3 ��"�ヽ �� �� 白�喫煙.禁煙 ����

4 ��i ��･一､一 �� ��ｲ�喫煙.禁煙 ��

5 ���� �� �� ��喫煙.禁煙 ��

6 ���� �� �6ﾒ� ��喫煙1.禁煙 ��

"7 白� ��ヽ �� ��喫煙.禁煙 ��

8 ��~∵ �� ��ヽ ��喫煙.禁煙 ＼ ��

･9 �� �� ��1 ��喫煙｢禁煙 ��ｲ�

10 ��～ I �� �� ��喫煙.禁煙 ��

合計 I 劔 �� �� ���ｫ�����

※宿舎決定欄∴(この欄は:記入しないでください〇十､ 

宿.令 番号 ��宿舎名 偖ｨ����

宿泊 料金 窒�乘i�"ﾘ���ｲ��ﾄﾔ��ﾈ�ﾈ�ﾄﾔ��ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈｷ(�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ耳�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾂ�

FAX ～ 

(注)宿泊 俛顋�,ﾚH5878�ｸ/�+X,J(ﾕJ8,�+X,H岑+8**��

(注)宿泊申込者欄が足りない場合はコピーしてご利用下さい｡

(注)前泊､後泊につきましては発生手配となりますのでご了承下さし

名鉄観光サービス㈱　四日市支店　【担当Ii橋爪

千 510･0085

三重県四日市布諏訪町4-5 (四日市諏訪町ビル内)

TE重:059･353-8558　　FAX : 059-352･7488

営業時間9:00-18:00　土･日･祝日休業

I a - maill atsushi.hashizume@mwt.co.jp


