
◆宿泊施設
について

金て料い泊つ宿に◆

第31回全日本シニアバドミントン選手権大会

宿泊/弁当　お申し込みのご案内
ご案内する宿泊施設に関しては別紙｢宿泊施設のご案内｣をご覧下さい｡

ホテルはエリアおよびランクで分けております｡ご希望ホテルが満室の場合は､基本的には

同エリア,同ランクで他の施設へのご案内となります｡ご希望に添えない場合もございますので､

予めご了承下さい｡

宿泊代金一覧(お一人様､ 1泊朝食付､税込)

エリア ��ﾈﾙ雍ﾈﾘb�宿泊施設名称 兀H夊5�487b�宿泊料金 俐Xｯ�檍�｢�

名古屋 ��ﾓ��キャッスルプラザ �5h984�8ｲ�13,500円 ��c(檍�｢�
A-2 �y��8(987X8�987ｨ6X8ｲ�シングル 湯�#��冷�

A-3 �6�5H984899kﾈﾌ8壺�シングル 唐經��冷�
第一富士ホテル 

金山 �"ﾓ��サイプレスガーデンホテル �5h984�8ｲ�12,800円 ��c(檍�｢��ch檍�｢�

B-2 �5H487h8ﾈ5�4ｸ�ｸ6h987ｨ6X8ｲ�ツイン 度��S��冷�

B-3 冖ﾈﾌ8夊ｾ��(8�5h986x987ｨ6X8ｸ7h8�5R�シングル ���ﾃ���冷�

B-4 �7ｨ6X8ｸ8ｸ�ｸ6x4899kﾈﾌ8夐8ﾉ¥ｨ���シングル 唐ﾃS��冷�名鉄イン名古屋金山 �5h984�8ｲ�

ホテルキヨシ名古屋第2 �5h984�8ｲ�

笠寺 �2ﾓ��笠寺ワシントンホテルプラザ �5h984�8ｲ�10,000円 ��c(檍�｢�
C-2 乂ﾘ鮑8�5h986x987ｨ6X8ｸ7h8�5R�ツイン 湯ﾃS��冷�

安城 韮ﾓ��ホテルゲランティアラ安城 �5h984�8ｲ�13,000円 ��cH檍�｢�

D-2 �7ｨ6X8ｸ5�8�986X4(4�8�����ツイン ��"ﾃ���冷�

D-3 ��(7ｨ6X8ｸ蓼憙�����hｭ��シングル 唐經��冷�
ABホテル三河安城本館 �5h984�8ｲ�

D-4 ��(7ｨ6X8ｸ蓼憙���冏ｸｭ��ツイン 途經��冷�

刈谷 燃ﾓ��コンフォートホテル刈谷 �5h984�8ｲ�8,500円 ��c�檍�｢��cX檍�｢�

名鉄イン刈谷 �5h984�8ｲ�

E-2 �4x�ｸ5�4898ｪ�$｢�シングル 途ﾃS��冷�
アクセスイン刈谷 �5h984�8ｲ�

ホテル東洋イン刈谷 �5h984�8ｲ�

刈谷プラザホテル �5h984�8ｲ�

管-3 �5(987H4��ｸ6x7ｨ6X8ｸｪ�$｢�ツイン 途經��冷�

知立 巴ﾓ��ホテルクラウンパレス知立 �5h984�8ｲ�14.500円 ��c�檍�｢�
F-2 �7ｨ6X8ｸ4�8�4X987�8ﾈ5�&ﾙzr�ツイン ��2ﾃS��冷�

F-3 �7ｨ6X8ｸ8ｸ�ｸ6x4899&ﾙzr�シングル 唐ﾃ���冷�

F-4 �7ｨ6X8ｸ8ｸ�ｸ6x4899&ﾙzr�ツイン 途ﾃ���冷�

大府 排ﾓ��アズイン大府 �5h984�8ｲ�7.500円 ��c8檍�｢�
G-2 �4�5�4899�YWｲ�ツイン 途����冷�

①ツイン,トリプルの客室が非常に少なくなっておりますので､ご注意下さい｡

②配荷に関しては.申込先着順となります｡満室になった場合は､ご希望に添えない場合もございます｡
予めご了承ください｡

③マイカー等でお越しの場合は､別途駐車場代金が発生いたします｡お支払いは直接､宿泊施設へお願い
いたします｡

◆申込締切　2014年　9月30日(火)までにお申込ください｡

◆お申込方法　　同封の｢宿泊申込書｣に必要事項を記入し､FAX　又は　郵送　又は　eメール　にてお申込ください｡

【お申込先,お問い合わせ先】 

〒460-0002名古屋市中区丸の内1-17-19キリックス丸の内ビル7F 

㈱JTB中部GLOBALMICE事業部｢全日本シニアバドミントン選手権大会係｣ 

担当:久野(くの)､吉田(よしだ)､松原くまつばら) 
TEL:(052)-211-6733FAX:(052)-231-1322 
E一maiー:conVention@cubjtbjp 

※営業時間9:30-17:30(土,日｡祝日休業) 

【裏面も必ずお読みください】



◆予　約　の

回　　　答

◆変更,取消

について

①先着順に受付いたします｡

②申込書受領後､随時､ FAX又は郵送にてご回答させていただきます｡

③宿泊施設ご回答の際､ ｢請求書｣も併せてFAXおよび郵送させていただきます｡

請求書に記載の指定銀行口座へ､宿泊代金のお振込み手続きをお願いいたします｡

※振込手数料は､お客様ご負担にてお願いいたします｡

①お申込後､ ｢追加｣｢変更｣｢取消｣などがあった場合は､ JTB中部･GLOBALMICE事業部担当者

までFAX　または　E-mailにて､ご連絡ください｡

②お取消の場合は､ ｢旅行条件(要約)｣に基づき､取消料金がかかります｡

【旅行条件(要約)】 ��ﾉ^X�ﾅ隶�i{xﾗ8ﾅ���

●募集型企画旅行契約

この旅行は､㈱JTB中部(名古屋市中村医名訳1 -1 -4　観光庁長官登録旅行業第1 762号｡以下｢当社｣という)那.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(以下｢旅行契約｣という)を締結することになります｡

また､契約内容,旅行条件は. ｢【1 】宿泊施設のご案内｣に記載されている条件のほか､下記の条件､別途お渡しする旅行条件書(全文).

出発前にお渡しする確定書面(宿泊施設名､部屋タイプなどの最終日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります｡

●旅行代金のお支払い.契約の成立

(1 )回答と確定書面(予約確認書.旅行条件書全文　等).請求書をお送りいたします｡

(2) ｢請求書｣に記載のご旅行代金(ご宿泊代金)を､指定の口座へお振込みいただきます｡

(3)旅行契約は､当社がご旅行代金(ご宿泊代金)を受領した時に成立するものとします｡

●取消料

旅行契約の成立後.お客様のご都合で宿泊を取り消される場合には､ご旅行代金(ご宿泊代金)に対して､

お一人様につき.下記の料率で取消料を申し受けます｡

◆取消料金一覧(宿泊)◆

取消日 偃h��{��

1)宿泊日(利用日)の3日前(18:00まで) ��i{��

2)宿泊日(利用日)の2日前(18:00まで) 偬迂��8ｾ�,ﾃ#�R�

3)宿泊日(利用日)の前日(18:00まで) 偬迂��8ｾ�,ﾃC�R�

4)宿泊日(利用日)の当日 偬迂��8ｾ�,ﾃS�R�

5)無連絡不参加及び開始後 偬迂��8ｾ�,ﾃ���R�

【お弁当のご案内】
◆宿泊と同時にお申込下さい｡お弁当のみのお申込も承ります｡

◆料金は@800円(税込/お茶付)です｡

◆徒歩圏内にコンビニがない会場もございますので､ご注意下さい｡

◆お渡し日時･場所は下記の通りとなっております｡

お渡し日 ���ﾈ�#)?｢�7丁C#9?｢映�偵#I?｢以竰�

お渡し時間 免ﾃ｣��ﾒﾓ�#｣3��

お渡し場所 丿X檍�ｩ]�9h初6��ｨ��

※お渡し場所につきましては､組み合せ決定後にご相談させて頂きます｡

◆取消料金一覧(弁当)◆

前日の12:00まで 冖9{��

それ以降および当日 ��8ｧｩH8神�



お申込日　　　　　年　　　月　　　日

田
8m

Sm

ふりがな �79;儻ｸﾊykﾂ� 

名前 ��ｹ¥｢�男.女 

書類送付先住所(千) 疋Tﾂ�() 

FAX 窒��

申込責任者氏名 佝y��6I�"�() 

e-mai一 ��

令
監 名

【お申込先】 ��
㈱JTB中部GLOBALMICE事業部｢全日本シニアバドミントン選手権 ��X檄2�

担当:久野くくの)､吉田(よしだ)､松原くまつばら) ��

TEL:052-211-6733FAX:052-231-1322 ��

※宿泊希望日,弁当希望日に○印と記号(宿泊のみ)を付けてください｡

※枚数が足りない場合は､コピーしてご利用下さい｡
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ウイングアリーナ刈谷までのアクセス

ウイングアリーナ刈谷

〒448-0011愛知県刈谷市築地町荒田1番地

TEL:0566-63-6886

【JR r名古屋｣駅から】

･JR名古屋駅(JR東海道本線:18分)-JR刈谷駅(バス約7～

16分)

【JR･名鉄｢XIJ谷｣駅から】

･バス(公共施設連絡バス約16分) ｢総合運動公園｣下車/(名

鉄バス約7分) ｢刈谷総合運動公園｣下車

【名鉄｢富士極｣駅から】

･バズ(公共施設連絡バス約8分｣ ) ｢総合運動公園｣下車/(名

鉄バス約4分) ｢刈谷総合運動公園｣下車

【お車利用】

･知立バイパス(国道23号線) -ツ木IC､上重原IC

日本ガイシスポーツプラザガイシホールまでのアクセ

日本ガイシスポーツプラザガイシホール

〒457-0833　愛知県名古屋南扇匪東又兵ヱ町5一十16

TEL 052-614-3111

【JR ｢名古屋｣駅がら】

･JR名古屋駅(JR東海道本線:11分)-→JR笠寺離(徒歩3分)

【飛行機ご利用】

･名古屋空港(連絡バズ20分)-名古屋駅(JR東海道本線:ll

先手→JR笠寺駅

･中部国際空港(名鉄特急:28分)-名鉄名古屋駅-→JR名古屋

釈(JR東海道本線:11分)･-JR笠寺駅

【お車こ利用】

名古屋高速　笠寺出口/伊勢海岸通　豊明iC

府市民体育館までのアクセ

大府市民体育館

〒474-0011愛知県大府市横根町平地191番地

TEL 0562-47-0102

【JR ｢名古屋｣駅から】

･JR名古屋駅(JR東海道本線:11分)-→JR｢大府駅｣ (徒歩約15

分)

【JR ｢大府｣轍から】

･大府再循環バス(ふれあいばバス)東コース｢市民体育館｣バ

ス停で下車

配車ガイシホ執事 産土町:i.Lr 対生小㊥､二 ･大豊幼児園1 2,i-.i-二.鑑雫∴譲凱 ∴臓畠-i書評 ～,?.itA.十 一i I,.十馨:, 



城南体育締までのアクセ

安城市体育館

〒446-0061愛知県安城南新田町新定山41-8

TEL:0566-75-3535

【JR r名古屋｣駅から】

･JR名古屋就くJR東海道本線:18分)-JR安城駅(バス約11分)

tJR･名鉄｢安城｣紙から】

･バス(名鉄バス｢新安城駅｣行き:約5分)-｢総合運動公園｣バ

ス停

リ谷市体育館までのアクセ

刈谷市体育館

〒448-0838愛知県刈谷市逢妻町4-32

TEL:0566-21-7711

【J印名鉄｢名古屋｣雛から】

･JR名古屋駅(JR東海道本線:18分)-JR逢妻駅(公共施設連

絡パス約3分)-｢体育館｣下車

･名鉄名古屋離(名鉄三河線:約30分) -名鉄刈谷両駅(公共施

設連絡バス約8分)-｢体育館｣下車

【JR r逢妻｣轍から】

･Jバズ逢妻駅南口(公共施設連絡バス約3分)-｢体育館｣下

車

【徒歩の壕合】

JR逢妻離･名鉄刈谷南朝から各々15分

宣布民体育館までのアクセ

知多市民体育館

〒478-0047　愛知県知多両線町5

TEL:0562-33-3361

【名鉄｢名古屋｣駅から】

･名鉄常滑線｢朝倉｣離下車-徒歩約5分｡

【拍車ご利用】

･国道155･247号(西知多産業道路)朝倉インター下車約2分
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宿泊施設のご案内

【名古屋エリア】

申込記号A-1

所在地:愛知県名古屋市中村医名歌4-3-25

特徴:名古屋駅前に位置し､交通アクセス抜群の立地を活かして

ビジネスや､旅の拠点として最適｡

交通:JR名古屋輌桜通り出口-徒歩約5分

チェックイン;13:00　チェックアウト:ll:00

駅前モンブランホテル 申込記号A-2

所在地:愛知県名古屋市中村区名駅3-14-1

特徴:2010年全館リニューアル､騎麗なお部屋と)も温まるサービ

ス｡

交通:JR東海道新幹線名古屋駅桜通り出口-徒歩約3分

チェックイン;15:00　チェックアウト:10:00

チサンイン名古屋 申込記号A-3

所在地:愛知県名古屋市中村医則武1-12-8

特徴:交通厘利なJR名古屋駅から徳歩4分に立地｡ビジネス･ご旅

行など幅広くご利用国ナます

交通:JR東海道新幹線名古屋駅太閤通口出口-徒歩約4分

チェックイン:15:00　チェックアウト:10:00

第一富士ホテル 申込記号A-3

所在地:愛知県名古屋市中村医椿町13-17

特徴:ビジネスの行動拠点､名古屋駅新幹線口徒歩3分｡市内観光

ベースとしても便利｡駐車場完備｡

交通:JR東海道線名古屋駅太閤連出ロー徒歩約3分

チェックイン:15:00　チェックアウト:10;00

【金山エリア】

サイプレスガーデンホテル 申込記号B-1､B-2

所在地:愛知県名古屋市熱田区金山町1-9-8

特徴:金山総合駅南口より徒歩1分｡国際会議場や市民会館､ナゴ

ヤドームへのアクセス最適

交通:金山(愛知県)駅[南口]から徒歩約2分

チェックイン:14:00　チェックアウト:ll:00
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申込記号B-3

所在地:愛知県名古屋市中区金山4-6-25

特徴;金山駅北口から徒歩2分｡ビジネスに､観光に交通空陸なホテ

ルです｡

交通:金山(愛知県)駅[3]から徒歩約1分

チェックイン:13;00　チェックアウト:ll:00

ホテルルートイン名古屋東別院 申込記号B-4

所在地:愛知県名古屋市中医富士見町1-26

特徴:地下鉄上前津駅より徒歩4分｡1階にはラジウム人工温泉大

浴場を完備｡

交通:上前津駅[5]から徒歩約4分

チェックイン:15:00　チェックアウト:10:00

名鉄イン名古屋金山 申込記号B-4

所在地:愛知県名古屋市中区金山1丁目1TT

特徴:アクセス便利な金山総合駅に水の潤いをテーマにした新感覚

デザイナーズ･ビジネスホテル｡

交通:金山(愛知県)駅[6]から徒歩約2分

チェックイン:15;00　チェックアウト:10;00

ホテルキヨシ名古屋第2 申込記号B-4

所在地:愛知県名古屋市中区平和1-15-22

特徴:金山総合駅近くで､市内南北のメイン大津通りに面し､裏にあ

る葉場公園を見下す静かな環境｡

交通:東別院駅[3]から徒歩約2分

チェックイン:15:00　チェックアウト:10:00

【笠寺エリア】

申込記号C-1､C-2

所在地:愛知県名古屋市南医前浜通1-9

特徴;日本ガイシホール､名古屋港水族館､ポートメッセへアクセス

至便!名古屋駅からJRで約10分｡

交通:笠寺駅[出口]から徒歩約7分

チェックイン:14:00　チェックアウト10;00
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【安城エリア】

ホテルゲランティアラ安城 申込記号D-1､D-2

所在地:安城市三河安城南町1丁目8番地11

特徴:新幹線三河安城駅地下道直結｡格調高いインチノア､ネオクラ

シックのゆったりとした空間

交通:三河安城駅から徒歩1分

チェックイン:14:00　チェックアウト12:00

ABホテル三河安城新館 申込記号D-3

所在地:愛知県安城市三河安城町1-9-13

特徴:三河安城駅前､朝食和洋バイキング､お手軽日替わり夕食､サ

ウナ付大浴場､駐車場無料サービス

交通:三河安城駅[北口]から徒歩約2分

チェックイン:15:00　チェックアウト:10:00

ABホテル三河安城本館 D-3､D-4

所在地:愛知県安城市三河安城町1-16-17

特徴:三河安城駅徒歩1分､無料駐車場完備｡和洋バイキング朝食｡

夕食無料サービス｡サウナ付大浴場

交通:三河安城駅[出口]から徒歩約2分

チェックイン:15:00　チェックアウト:10:00

【刈谷エリア】

名鉄イン刈谷 申込記号E-1

所在地:愛知県刈谷市刈谷東日成58

特徴:JR･名鉄刈谷駅直結､改札から徒歩0分｡全室LAN接続無料｡

交通:刈谷駅[南口]から徒歩約0労

チェックイン:15:00　チェックアウト10:00

コンフォートホテル刈谷 申込記号E-1､E-3

所在地:愛知県刈谷市相生町1-8-1

特徴;JR､名鉄刈谷駅から徒歩2分｡ビジネスに観光に大変快適｡

交通:刈谷駅[出口]から徒歩約2分

チェックイン:15;00　チェックアウト:10:00
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申込記号E-2

所在地:愛知県刈谷市中田町3-36

特徴:椿油特化型のホテルです｡デザインと快適性にこだわった施

設で安らぎを演出いたします｡

交通:刈谷駅[北口]から徒歩約4分

チェックイン:16;00　チェックアウト:10:00

エースイン刈谷 申込記号E-2

所在地:愛知県刈谷市若松町2-54

特徴:無料駐車場｡全室LAN接続無料｡和洋食プノーモーニング付｡

交通:刈谷駅[出口1]から徒歩約5分

チェックイン;15:00　チェックアウト:10:00

申込記号E-2

所在地:愛知県刈谷市南桜町1-28

特徴:無料駐車場完備､ビジネオ行楽の拠点に最適｡大浴場あり｡

交通:刈谷駅[南口]から徒歩約2分

チェックイン:15:30　チェックアウト1000

刈谷プラザホテル 申込記号E-2

所在地:愛知県刈谷市相生町2-31

特徴:朝食サービス付き｡シックなインテリアとゆとりある空間｡

交通:刈谷駅[北口]から徒歩約2分

チェックイン:15:00　チェックアウト11:00
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【知立エリア】

ホテルクラウンパレス知立 申込記号F-1､F-2

所在地:愛知県知立市中町中128

特徴:ビジネスや観光の拠点として､お気軽にご利用いただける

本格的なシティホテルです｡

交通:知立駅[出口]から徒歩約3分

チェックイン:14:00　チェックアウト11:00

ホテルルートイン知立 申込記号F-3､ F-4

所在地:愛知県知立高山町小林5

特徴:国道一号線沿いにあるホテル｡バイキング朝食と大浴場が

娃評｡

交通:三河知立駅[出口]から徒歩約11分

チェックイン:15:00　チェックアウト10:00

【大府エリア】

アズイン大 申込記号G-1､G-2

所在地:愛知県大府市中央町3-96-1

特徴:JR大府駅前､名古屋駅から薪快速13分､朝食無料サービス

交通:大府駅[東口]から徳歩約1分

チェックイン:15:00　チェックアウト:10:00
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