
 
第６９回	 全日本大学対抗選手権自転車競技大会へのご出場、誠におめでとうございます。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 さて、この度大会事務局様よりご依頼をいただき、私ども「トップツアー㈱八戸支店」が今大会のご	 

宿泊の手配を担当させていただくことになりました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

ご利用頂きます皆様方にご満足頂けます様、全スタッフ最善の努力をさせて頂く所存でございますので	 

下記要項をご確認の上、多数のお申込を賜ります様お願い申し上げます。 
平成２５年６月吉日 

トップツアー㈱八戸支店 
支店長：近藤	 秀道／スタッフ一同 

 
１．宿泊のご案内	 	 ※この旅行は、トップツアー㈱八戸支店が企画・実施する募集型企画旅行となります。 

宿泊設定日	 ：	 平成 25 年 8 月 27 日（火）、28 日（水）、29 日（木）、30 日（金）、31 日(土)	 

宿泊地	 	 	 ：	 八戸市内のホテル（洋室タイプ）	 

旅行代金	 	 ：	 １泊２食、１泊朝食付（ｻｰﾋﾞｽ料・消費税込み）のお１人様あたりの代金となります。	 

最少催行人員：	 １名（添乗員：同行いたしません）	 

（旅行代金）	 

泊

地	 

ホテル

記号	 
宿泊施設名	 

部屋タイプ	 

(ﾊﾞｽﾄｲﾚ付)	 

宿泊代金	 

1 泊 2 食付	 

宿泊代金	 

1 泊朝食付	 

会場迄の所要時間（車）	 

①東運動公園、②階上町	 

1‐S	 東京第一イン八戸 シングル	 6,000 円	 5,000 円	 ①約２０分、②約４０分 
1‐T	 東京第一イン八戸 ツイン	 6,000 円	 5,000 円	 ①約２０分、②約４０分 
2‐S	 東京第一イン八戸ｱﾈｯｸｽ シングル	 6,000 円	 5,000 円	 ①約２０分、②約４０分 
2‐T	 東京第一イン八戸ｱﾈｯｸｽ ツイン	 6,000 円	 5,000 円	 ①約２０分、②約４０分 
3‐S	 ホテルメセナ八戸 シングル	 6,500 円	 5,500 円	 ①約２０分、②約４０分 
4‐S	 スマイルホテル八戸 シングル	 6,900 円	 5,300 円	 ①約２０分、②約４０分 
4－T	 スマイルホテル八戸	 ツイン	 6,900 円	 5,300 円	 ①約２０分、②約４０分 
5‐S	 シティパークホテル八戸	 シングル	 6,900 円	 5,300 円	 ①約２０分、②約４０分 
6‐S	 ルートイン本八戸駅前 シングル	 7,000 円	 6,000 円	 ①約２０分、②約４０分 
7‐S	 ノーブルシティ八戸 シングル	 7,300 円	 6,000 円	 ①約２０分、②約４０分 
8‐S	 ホテルパールシティ八戸 シングル	 7,300 円	 6,300 円	 ①約２０分、②約４０分 
9‐S	 パシフィックホテル八戸 シングル	 7,300 円	 6,300 円	 ①約２０分、②約４０分 
10‐S	 八戸ニューシティホテル シングル	 7,500 円	 6,300 円	 ①約２０分、②約４０分 
11‐S	 ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ八戸 シングル	 7,500 円	 7,000 円	 ①約２０分、②約４０分 
12‐S	 八戸グランドホテル シングル	 8,000 円	 6,000 円	 ①約２０分、②約４０分 
12‐T	 八戸グランドホテル ツイン	 7,500 円	 5,500 円	 ①約２０分、②約４０分 
13‐S	 ホテルイマルカ八戸 シングル	 7,700 円	 6,300 円	 ①約２０分、②約４０分 

八

戸	 

市

内	 

14‐S	 ホテルメッツ八戸 シングル	 8,800 円	 7,500 円	 ①約３０分、②約５０分 

＊ホテルルートイン本八戸駅前は【１泊夕食付･朝食無料ｻｰﾋﾞｽ】又は【素泊り･朝食無料ｻｰﾋﾞｽ】となります。	 

①お部屋はシングル又はツイン利用となります。※ホテルによりﾄﾘﾌﾟﾙ、和室のご案内もございます。	 

②申込状況により、やむを得ず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。	 

	 ③お車でお越しの場合、宿泊施設により駐車料金がかかる場合がありますのでご了承下さい。	 

（１泊あたり目安、５００円～１，０００円／各宿泊施設に直接問い合わせ・お支払い下さい）	 
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宿泊申込みのご案内  



④各宿泊施設における食事時間等につきましては、各宿泊施設に一任をしておりますので、宿泊施設	 

	 が決定しましたら、直接お問い合わせ下さい。	 

⑤大会期間中、主な宿泊施設は予め大会事務局様のご依頼により必要宿泊予定人数分の部屋数を確保	 

	 しておりますので、お申込みは是非当社をご利用くださいますよう、お願い致します。	 

２．お申込について	 	 

申込書に必要事項をご記入の上、E-mail、ＦＡＸ、郵送	 	 にて当社までお申込下さい。	 

尚、電話でのお申込はトラブルの原因となるためお受けできませんので、ご了承ください。	 

お申込後の【変更・取消】につきましても	 E-mail、ＦＡＸ、郵送	 にてお願い致します。	 

お申込締切日	 ：	 平成２５年	 ７月２６日（金）	 必着	 にてお願い致します。	 

３．宿泊回答書・請求書の送付について	 	 

当社より「回答書・請求書」等を	 E-ｍail 又は郵	 送	 にて各担当者様へ送付させていただきます。	 

ご回答予定日	 ：	 平成２５年	 ８月７日（水）	 までに発送予定です。	 

４．代金納入方法について	 	 

「回答書・請求書」到着後、内容をご確認の上「トップツア－(株)八戸支店」までお振込下さい。	 

領収書は当社が発行します。（振込手数料はお客様にてご負担ください）	 

	 お支払い締切日	 ：	 平成２５年	 ８月１４日（水）	 までにご精算下さい。	 

５．変更・取消について	 	 

※「募集型企画旅行契約」について 
	 この旅行宿泊は、ﾄｯﾌﾟﾂｱｰ㈱八戸支店（以下「当社」といいます）が企画・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」）を締結する事にな 
ります。 

	 取	 消	 料	 

宿	 泊（宿泊日基準）	 

旅行開始日の３日までの解除	 無料	 

旅行開始日２日前から前日までの解除	 旅行代金の４０％	 

旅行開始日当日の解除	 旅行代金の５０％	 

旅行開始後、または	 無連絡不参加の場合	 旅行代金の１００％	 

※変更･取消による精算は会場･ホテルでは行いません。後日、ご指定口座にお振込致します。	 	 

	 	 （返金の際は、上記取消料金および振込手数料を差し引いた金額を振込させていただきます）	 	 

※大会期間中、変更･取消が発生した場合は必ず大会会場の「トップツア－係員」までお申出下さい。	 

★大会期間中の「トップツアー」連絡用・携帯電話	 ＴＥＬ	 ／	 ０８０－２１９５－１８０１（星）	 

７．申込・問い合わせ先	 	 

＜旅行企画・実施＞	 	 	 	 	 観光庁長官登録旅行業第３８号	 	 	 ボンド保証会員	 	 	 	 	 	 	 

トップツアー㈱八戸支店	 	 	 	 一般社団法人日本旅行業協会正会員	 	 	 旅行業公正取引協議会会

員	 	 

〒031-0041	 青森県八戸市二十三日町 38 番地	 

TEL/0178-43-3720	 	 FAX/0178-45-8169	 	 E-mail/atsushi_hoshi@toptour.co.jp	 

営業時間	 /（平日）9:00～18:00	 （土曜、日曜、祝日）定休日	 

総合旅行業務取扱管理者	 ／近藤	 秀道	 	 	 担当者	 /	 星・岩浪	 	 	 東北 13019	 

	 

旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し､担当者からの説明に 

ご不明な点がありましたら､遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 


