
第４回 声楽アンサンブルコンテスト全国大会 

宿泊・練習会場・弁当・交通機関のご案内 

 

拝啓 皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、第４回声楽アンサンブルコンテスト全国大会の開催にあたり、全国各地から当地福島市にお越しいただく 

皆様方への便宜を図るため、宿泊・練習会場・弁当・交通機関の手配をトップツアー㈱福島支店にてお手伝いさせ 

ていただくことになりました。特に、本選出場の決定日時を考慮し、利用しやすい追加申込方法を設定いたしました。 

今大会が盛会となりますよう、微力ではございますが職員一丸となって取り組む所存でございます。 

皆様方からのお申込みを心よりお待ち申し上げております。                     敬具 

トップツアー株式会社 福島支店 

 

   

（１） 宿泊設定日  

平成２３年３月１８日（金）・３月１９日（土）・３月２０日（日）・３月２１日（月・祝） 

（２） 宿泊に関するご案内 

① 下記の旅行代金は大人（中高生の引率者・一般部門出演者・保護者等）の旅行代金です。（消費税・サービ

ス料・取扱料金込み） 

② 中学生及び高校生、また一般部門に出演する小中高生の旅行代金は下記の旅行代金より一律５００円引きと

なります。※飯坂温泉の｢山房月之瀬｣は２，０００円引き。 

③ 配宿は先着順とし、満室の場合には他の施設にて回答させていただきます。 

④ ホテルタイプ利用の場合はツイン・シングルルーム利用を基本といたします。（お部屋のタイプにかかわら

ず同一料金となります。お部屋のタイプのご希望は、別紙宿泊申込書の通信欄にご記入ください。） 

⑤ 旅館タイプ利用の場合は和室利用を基本とし、団体ごと男女別の和室定員の相部屋となります。（学校団体

の場合は生徒様と引率者様は別々にお部屋をご用意いたします。） 

⑥ １泊２食（夕食）をご希望される場合、宿泊施設によってご希望の時間に対応できない場合がありますので、

予めご了承ください。 

⑦ 会場送迎が可能な宿泊施設を希望される場合、お時間等は改めてご相談させていただきます。 

⑧ お申込みは申込記号でご記入ください。 

⑨ 少催行人員：１名様 

⑩ 添乗員：同行いたしません。 

※宿泊の手配はトップツアー㈱福島支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です。 

 

■ホテルタイプ 

地図 

記号 
ホ テ ル 名 

駅からの 

アクセス 

会場 

送迎 
宿泊条件

旅行代金 

（お一人様） 

申込 

記号 

Ａ 福島ビューホテル 
西口より 

徒歩１分 
不可 

１泊朝食 ７，５００円 Ａ－① 

１泊２食 １０，０００円 Ａ－② 

Ｂ ホテル福島グリーンパレス 
西口より 

徒歩２分 
不可 

１泊朝食 ７，５００円 Ｂ－① 

１泊２食 ９，３００円 Ｂ－② 

Ｃ リッチモンドホテル福島駅前 
西口より 

徒歩１分 
不可 １泊朝食 ８，５００円 Ｃ－① 

Ｄ ホテルメッツ福島（※朝食無料） 
東口より 

徒歩１分 
不可 

１泊朝食 ７，３００円 Ｄ－① 

１泊２食 ８，８００円 Ｄ－② 

Ｅ 福島リッチホテル 
東口より 

徒歩２分 
不可 

１泊朝食 ７，３００円 Ｅ－① 

１泊２食 ８，３００円 Ｅ－② 

Ｆ 
グランパークホテル  

エクセル福島恵比寿 

東口より 

徒歩５分 
不可 

１泊朝食 ５，８００円 Ｆ－① 

１泊２食 ８，３００円 Ｆ－② 

Ｇ ホテル板倉 （※一部和室） 
東口より 

徒歩３分 
要相談

１泊朝食 ６，３００円 Ｇ－① 

１泊２食 ７，８００円 Ｇ－② 

Ｈ ホテルサンルートプラザ福島 
東口より 

徒歩７分 
不可 

１泊朝食 ７，３００円 Ｈ－① 

１泊２食 ８，５００円 Ｈ－② 

Ｉ ホテルサンルート福島 
東口より 

徒歩９分 
不可 

１泊朝食 ６，８００円 Ｉ－① 

１泊２食 ８，０００円 Ｉ－② 

Ｊ チサンイン福島西インター 車で２０分 不可 
１泊朝食 ６，５００円 Ｊ－① 

１泊２食 ７，５００円 Ｊ－② 

１．宿泊のご案内  



■旅館タイプ 

   

 
 
 

（１） 練習会場設定日 

平成２３年３月１８日（金）・３月１９日（土）・３月２０日（日）・３月２１日（月・祝） 

（２） 練習会場に関するご案内 

① 練習会場の割当は先着順とし、先客がある場合には他の施設等にて回答させていただきます。 

② 練習会場までの送迎バス等はありません。 

③ 会場によって、椅子・机等が常設している場合があります。 

④ 会場には一部の施設を除きピアノ、音取り等はありません。 

 

（３） 福島県文化センターについて 

① 宿泊申し込みの有無にかかわらず申込は可能です。会場費は無料。 

② １団体当り入替時間を含めて持ち時間は４５分間です。 

③ お申込書には会場名と練習開始希望時間をご記入ください。（開館時間/９：００～２１：００） 

 

（４） 有料施設について 

① 宿泊を申し込まれない団体様のお申込みも可能です。 

② 早朝または深夜のご利用が出来ない場合があります。 

 

（５） 無料施設について 

① 宿泊を申し込まれた団体様で練習会場を希望される場合には、無料にて会場の手配をさせていただきます。 

② 宿泊施設内の会場を利用する場合には、同施設に宿泊することが申し込みの条件です。 

また、その利用時間は別途ご相談させていただく場合があります。 

③ 宿泊施設以外での練習割当時間は１日当り３時間を基本とします。 

１部／０９：００～１２：００  ２部／１２：００～１５：００  

３部／１５：００～１８：００  ４部／１８：００～２１：００ 

④ 宿泊施設以外の練習会場の一部が予約出来ない場合があります。 

 

 

 

 

地図 

記号 
旅 館 名 

駅からの 

アクセス 

会場 

送迎 
宿泊条件

旅行代金 

（お一人様） 

申込 

記号 

Ｋ 竹屋旅館（福島市街） 
東口より 

徒歩７分 
不可 

１泊朝食 ６，３００円 Ｋ－① 

１泊２食 ８，０００円 Ｋ－② 

Ｌ 旅館たつき（福島市街） 
東口より 

徒歩１５分
不可 １泊２食 ７，８００円 Ｌ－② 

Ｍ なりた家（福島市街） 車で１０分 不可 
１泊朝食 ６，０００円 Ｍ－① 

１泊２食 ７，５００円 Ｍ－② 

Ｎ プラザホテル吾妻（飯坂温泉） 車で３０分 可 
１泊朝食 ７，５００円 Ｎ－① 

１泊２食 ９，０００円 Ｎ－② 

Ｏ 山房月之瀬（飯坂温泉） 車で３０分 可 １泊２食 １１，０００円 Ｏ－② 

Ｐ 向瀧旅館（土湯温泉） 車で４０分 可 
１泊朝食 ７，５００円 Ｐ－① 

１泊２食 ８，５００円 Ｐ－② 

Ｑ 観山荘（土湯温泉） 車で４０分 可 
１泊朝食 ７，５００円 Ｑ－① 

１泊２食 ８，５００円 Ｑ－② 

Ｒ 山根屋旅館（土湯温泉） 車で４０分 可 
１泊朝食 ７，５００円 Ｒ－① 

１泊２食 ８，５００円 Ｒ－② 

会 場 名 大ホール 小ホール ２階会議室 ３階展示室 視聴覚室 

備 考 ピアノ有り ピアノ・音取り等はありません 

地図 

記号 
施 設 名 （有料） 会 場 名 

音楽堂までの

アクセス 

利用代金 

（１時間当り） 

申込 

記号 

Ａ 福島ビューホテル 宴会場または会議室 車で１０分 ４，０００円 Ａ 

Ｂ ホテル福島グリーンパレス 宴会場または会議室 車で１０分 １２，０００円 Ｂ 

Ｆ ｸﾞﾗﾝﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ ｴｸｾﾙ福島恵比寿 ライブハウス 車で６分 ６，０００円 Ｆ 

Ｈ ホテルサンルートプラザ福島 宴会場 車で５分 ３，５００円 Ｈ 

Ｓ ラヴィバレ ホール 車で７分 ３，５００円 Ｓ 

２．練習会場のご案内 



  ■無料練習会場（同施設に宿泊予約することが条件です） 

  ■無料練習会場 

     
 
 
 

（１） 昼食弁当 

３月１８日（金）・３月１９日（土）・３月２０日（日）・３月２１日（月・祝）の昼食弁当（幕の内弁当）の

予約を承ります。地元福島の食材を生かした日替わりメニューにて調整しており、８００円と１，０００円の

２種類のお弁当をご用意いたします。（いずれもパック茶付） 

 ◇１食／８００円または１，０００円 

 ◇お渡し場所・時間／婦人の家１階体育館（福島市音楽堂と棟続き）にて１０：３０～１３：３０の間 

（２） 夕食弁当 

３月１９日（土）・３月２０日（日）の夕食弁当（幕の内弁当）の予約を承ります。 

 ◇１食／１，０００円（パック茶付） 

 ◇お渡し場所・時間／婦人の家１階体育館（福島市音楽堂と棟続き）にて１７：００～１９：００の間 

     ※お弁当は旅行契約には該当致しません。付帯サービスとしてお申し込みを承ります。 

 

 

（１） 福島空港離発着航空便のご案内 

① 「旅割」とはご搭乗日の３１日前までのご予約の場合、予約日を含め３日以内に発券し、またご搭乗日の

３０日前から２８日前までのご予約の場合、ご搭乗日の２８日前まで発券することが条件となります。更

に発券後の取消の場合には、取消日にかかわらず当該運賃に対して５０％相当額の取消手数料がかかりま

す。尚、発券後の予約の変更は一度取消しをしてから予約の取り直しとなります。 

② 「旅割」の座席数には限りがあり当該運賃にてお取り出来ないことがあります。その場合には特割運賃や

普通運賃にてご案内する場合がありますので、予めご了承ください。 

③ 航空機の手配は１名様からお申込みいただけます。お申込みの場合には氏名（カタカナ）・性別・年齢・電

話番号が必要になりますので、お申込みと同時に名簿をご提出ください。（書式は任意） 

④ 時間帯・普通運賃は、本項作成時点（平成２２年１１月）での時刻・運賃にて表示しております。 

※航空機の手配は手配旅行としてお申し込みを承ります。 

  ■往路 

搭乗月日 出発 
空港 

到着 
空港 便 名 出発 

時間 
到着 
時間 普通運賃 旅割運賃 旅割

不可 
申込

記号

 
 
 
 

３月１８日 
（金） 

 

新千歳 福島 ＡＤＯ ４０ ０７：５０ ０９：１０ ３３，６００円 １３，０００円 １９日 （１）

ＡＤＯ ４６ １５：３０ １６：５０ ３３，６００円 １５，６００円  （２）

伊丹 福島 

ＩＢＸ  ７１ ０７：４０ ０８：４５ ３２，２００円 １４，０００円 １９日 （３）

ＩＢＸ  ７３ ０８：４０ ０９：４５ ３２，２００円 １４，０００円 １９日 （４）

ＩＢＸ  ７５ １０：５５ １２：００ ３２，２００円 １４，０００円 １９日 （５）

ＩＢＸ  ７７ １４：１０ １５：１５ ３２，２００円 １６，２００円  （６）

ＩＢＸ  ７９ １７：３０ １８：３５ ３２，２００円 １７，２００円  （７）

地図 

記号 
施 設 名 （無料） 会 場 名 

音楽堂までの

アクセス 
ＴＥＬ 

申込 

記号 

Ｇ ホテル板倉    （宿泊施設） 広間 車で７分 024-523-1221 Ｇ 

Ｋ 竹屋旅館     （宿泊施設） 会議室 徒歩２０分 024-522-6171 Ｋ 

Ｌ 旅館たつき    （宿泊施設） 広間 徒歩２０分 024-534-5588 Ｌ 

Ｎ プラザホテル吾妻 （宿泊施設） 広間または会議室 車で３０分 024-541-3855 Ｎ 

Ｏ 山房月之瀬    （宿泊施設） 大広間 車で３０分 024-542-1000 Ｏ 

Ｐ 向瀧旅館     （宿泊施設） 会議室 車で５０分 024-595-2121 Ｐ 

Ｑ 観山荘      （宿泊施設） 広間または会議室 車で５０分 024-595-2026 Ｑ 

地図 

記号 
施 設 名 （無料） 会 場 名 

音楽堂までの

アクセス 
ＴＥＬ 

申込 

記号 

イ 中央学習センター 附属ホール 徒歩１５分 024-534-6631 イ 

ロ 三河台学習センター ホール 車で１０分 024-533-8330 ロ 

ハ 渡利学習センター ホール 車で１０分 024-523-1551 ハ 

ニ 清水学習センター 視聴覚室 車で１０分 024-557-7400 ニ 

ホ 清水学習センター分館 講義室または和室 車で１０分 024-557-1411 ホ 

ヘ 北信学習センター 和室 車で１５分 024-554-1115 ヘ 

ト もちずり学習センター 研修室 車で１０分 024-534-2470 ト 

チ 福島テルサ 音楽室 徒歩２０分 024-521-1500 チ 

リ 福島市市民会館 音楽室 徒歩１５分 024-535-0111 リ 

ヌ こむこむ館 リハーサルスタジオ 車で７分 024-524-3131 ヌ 

ル サンスカイつちゆ 視聴覚室 車で５０分 024-595-2612 ル 

４．交通機関のご案内 

３．お弁当のご案内 



３月１９日 
（土） 

松山～（伊丹）～福島 ＡＮＡ１６３２→ＩＢＸ７５ ０９：２０ １２：００ ５１，４００円 ２６，５００円 １９日 （８）

高知～（伊丹）～福島 ＡＮＡ１６０２→ＩＢＸ７５ ０８：２５ １２：００ ５０，６００円 ２５，５００円 １９日 （９）

福岡～（伊丹）～福島 ＡＮＡ４２６→ＩＢＸ７７ １２：２５ １５：１５ ５６，３００円 ２９，２００円 １９日 （１０）

長崎～（伊丹）～福島 ＡＮＡ１６４→ＩＢＸ７７ １２：０５ １５：１５ ６０，１００円 ３０，７００円 １９日 （１１）

熊本～（伊丹）～福島 ＡＮＡ５２４→ＩＢＸ７７ １２：００ １５：１５ ５７，９００円 ３０，７００円 １９日 （１２）

大分～（伊丹）～福島 ＡＮＡ１６８６→ＩＢＸ７７ １０：０５ １５：１５ ５３，７００円 ３７，７００円  （１３）

宮崎～（伊丹）～福島 ＡＮＡ５０４→ＩＢＸ７７ １０：００ １５：１５ ５７，９００円 ３１，２００円  （１４）

鹿児島～（伊丹）～福島 ＡＮＡ５４６→ＩＢＸ７７ １２：０５ １５：１５ ６１，２００円 ３０，２００円  （１５）

那覇～（伊丹）～福島 ＡＮＡ１０６→ＩＢＸ７９ １４：１０ １８：３５ ６８，６００円 ５３，６００円 １９日 （１６）

■復路 

搭乗月日 出発 
空港 

到着 
空港 便 名 出発 

時間 
到着 
時間 普通運賃 旅割運賃 旅割 

不可 
申込

記号

３月２０日 
（日） 

 
３月２１日 
（月・祝） 

福島 新千歳 ＡＤＯ ４１ ９：４０ １１：００ ３３，６００円 １５，６００円  （１７）

ＡＤＯ ４７ １７：２０ １８：４０ ３３，６００円 １３，０００円 ２１日 （１８）

福島 伊丹 

ＩＢＸ  ７２ ０９：１５ １０：３０ ３２，２００円 １７，２００円  （１９）

ＩＢＸ  ７４ １０：１５ １１：３０ ３２，２００円 １７，２００円  （２０）

ＩＢＸ  ７６ １２：３０ １３：４５ ３２，２００円 １６，２００円  （２１）

ＩＢＸ  ７８ １５：４５ １７：００ ３２，２００円 １３，０００円 ２１日 （２２）

ＩＢＸ  ８０ １９：０５ ２０：２０ ３２，２００円 １３，０００円 ２１日 （２３）

福島～（伊丹）～松山 ＩＢＸ７８→ＡＮＡ１６４５ １５：４５ １９：３５ ５１，４００円 ２５，５００円 ２１日 （２４）

福島～（伊丹）～高知 ＩＢＸ７８→ＡＮＡ１６１５ １５：４５ １８：４０ ５０，６００円 ２４，５００円 ２１日 （２５）

福島～（伊丹）～福岡 ＩＢＸ７８→ＡＮＡ４２７ １５：４５ １８：４５ ５６，３００円 ２６，０００円 ２１日 （２６）

福島～（伊丹）～長崎 ＩＢＸ７６→ＡＮＡ１６７ １２：３０ １７：２０ ６０，１００円 ３０，７００円 ２１日 （２７）

福島～（伊丹）～熊本 ＩＢＸ７８→ＡＮＡ５２７ １５：４５ １９：１５ ５７，９００円 ２８，５００円 ２１日 （２８）

福島～（伊丹）～大分 ＩＢＸ７６→ＡＮＡ１６８９ １２：３０ １７：１５ ５３，７００円 ２９，７００円 ２１日 （２９）

福島～（伊丹）～宮崎 ＩＢＸ７６→ＡＮＡ５０５ １２：３０ １８：０５ ５７，９００円 ４１，９００円 ２１日 （３０）

福島～（伊丹）～鹿児島 ＩＢＸ７６→ＡＮＡ５４７ １２：３０ １６：０５ ６１，２００円 ３１，２００円  （３１）

福島～（伊丹）～那覇 ＩＢＸ７２→ＡＮＡ１０５ ０９：１５ １３：１５ ６８，６００円 ３７，２００円  （３２）

 

（２） 福島空港乗合タクシーのご案内 

福島空港離発着航空便利用の場合（出演者、指揮者、伴奏者、引率者等）、福島空港乗合タクシーが無料で

ご利用いただけます。 

お申込みには｢第４回声楽アンサンブルコンテスト全国大会タクシー利用申請書｣の提出が必要となります

ので、別紙参加要項をご覧ください。 

尚、お申込み後の連絡や確認等については、福島空港構内タクシー協議会様が行います。 

 ・福島空港～福島市内 所要時間（高速道路利用）：１時間１５分 

（３） 貸切専用車のご案内 

出発地やＪＲ福島駅、大会会場からご利用いただける貸切専用車の手配も承ります。 

ご利用の場合には、別紙宿泊申込書の通信欄にその旨をご記入ください。尚、当日のお申込みは受付出来ま

せんので、予めご了承ください。 

・車両案内 大型バス：正座４５席、補助席利用で５５名まで 

       中型バス：定員で３０名程度 

       小型バス：定員で２０名程度 

※貸切専用車は各団体様との「受注型企画旅行契約」となります。 

（４） ＪＲ団体乗車券のご案内 

中学及び高等学校部門に出場する学校団体にはＪＲ団体乗車券（生徒運賃５０％割引、引率運賃３０％割引）

の手配も承ります。 

ご利用の場合には、別紙宿泊申込書の通信欄にその旨をご記入ください。尚、ご利用の 低３週間前までに

はお申込みください。 

      （申込条件） 

・ 生徒８名以上＋引率教諭１名以上が同一の列車に乗車する場合。片道可。 

・ 出演団体の所属先が学校団体と認めた場合。ＪＲ団体旅行申込書に学校長職印が必要となります。 

      ※ＪＲ団体乗車券は手配旅行としてお申し込みを承ります。 

 
 

 
大会を記念いたしまして、福島県の観光地を巡る日帰り旅行をご用意いたしました。 

 是非、この機会に歴史と自然に満ちた福島県をご堪能ください。 
■催行日  ： 平成２３年３月１９日（土）・３月２０日（日）・３月２１日（月・祝） 
■募集人員 ： 各コース４０名（ 少催行人員１５名）   
■食事条件 ： 昼食１回 
■添乗員  ： 同行いたします。 
※観光の手配はトップツアー㈱福島支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です。 

５．観光（オプショナルツアー）のご案内 



Ａコース〔会津若松歴史コース〕◇旅行代金（お一人様）：７，０００円（食事代･入場料を含みます） 
              戊辰戦争に散った白虎隊の資料を展示    戊辰戦争では難攻不落として知られた名城 
福島駅西口================飯盛山・白虎隊記念館===========鶴ケ城（昼食）=============== 
    8:30       10:00       11:00     11:20   12:40 
 
 =======郡山駅=========福島駅西口 
    14:00      15:00 
Ｂコース〔いわきマリンコース〕◇旅行代金（お一人様）：８，５００円（食事代・入場料を含みます） 
            見て、触れて、学ぶ海のミュージアム          いわきの新鮮な魚が揃う物産センター 
福島駅西口============アクアマリンふくしま===========いわき・ら・ら・ミュウ（昼食）====== 
    8:30     10:30       11:50     12:00           13:00 
 
 =======郡山駅=========福島駅西口 
    14:20      15:20 
Ｃコース〔蔵の街喜多方コース〕◇旅行代金（お一人様）：７，０００円（食事代･入場料を含みます） 
        大正 13 年に建築された喜多方を代表する蔵屋敷 
福島駅西口============甲斐本家蔵屋敷===========喜多方市内（散策と喜多方ラーメンの昼食）=== 
    8:30     10:20    10:40     11:00                13:00 
 
 =======郡山駅=========福島駅西口 
    14:20      15:20 

 

 
 

（１）お申込方法―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
別紙申込書に必要事項をご記入の上、トップツアー㈱福島支店までＦＡＸ又は郵送にてお申込みください。 

（２）お申込先――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

      〒９６０－８０３１ 福島市栄町６－６ ユニックスビル７階  

      トップツアー㈱福島支店 担当：吉田、木崎、大久保 

      ＴＥＬ：０２４－５２３－４４５１  ＦＡＸ：０２４－５２２－００５１ 

      営業時間（平日）９:２０～１８:００ （土曜日）９:２０～１２:４０ （日曜・祝日は休業） 

（３）お申込締切日――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

      平成２３年２月２３日（水）１８時 ※「旅割」航空券を予約する場合には３ページをご確認ください。 
（４）お支払方法と期限――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

宿泊確認証・練習会場確認書・弁当引換券及び請求書を、ご出発の１０日前までに送付いたしますので、請求

書記載の期日までにお支払頂きますようお願いいたします。なお、振込手数料はお客様負担となりますので、

ご了承ください。 

領収証は金融機関の受領印のある振込み書の控えをもってかえさえていただきます。 

（５）その他―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

・お送りしました確認証・引換券等は当日必ずご持参ください。 

・申込書に記入頂いた個人情報は、本大会参加に関する受付登録・手配等についてのみ使用させていただきま

す。また、申込書にて取得した個人情報は、大会終了後に全て大会実行委員会様に引き渡し致します。 

 
 
 

 
お申込後の変更・取消しのご連絡は、申込書に加筆訂正してからＦＡＸにてお知らせください。お間違い防止の為、

お電話による変更・取消しはお受け致しません。 
取消日とは、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいた日とさせていただきます。 
ご返金が伴う方は、取消料を差し引き、大会終了後にお客様のご指定の金融機関口座へ送金させていただきます。 
 

   （１）宿泊（お一人様１泊につき）※宿泊初日を旅行開始日と致します。 
取 消 日 取 消 料 

旅行開始日の前日までの解除 無   料 
旅行開始日の当日の解除 旅行代金の ５０％ 
旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の１００％ 
 
 
 

６．お申込み方法のご案内 

７．変更･取消方法のご案内 



（２）有料練習会場（１日１会場につき） 
取 消 日 取 消 料 

練習開始日の前

日から起算して

さかのぼって 

２１日前までの解除 無   料 
２０日～８日前までの解除 利用代金の ２０％ 
７日～２日前までの解除 利用代金の ３０％ 

練習開始日の前日の解除 利用代金の ４０％ 
練習開始日の当日の解除 利用代金の ５０％ 
練習開始後の解除または無連絡未使用の場合 利用代金の１００％ 
 
（３）お弁当（お一人様１食につき）※お弁当は旅行契約には該当致しません。 

 
（４）航空機 

 
（５）観光（お一人様）、貸切専用車（１台当り） 

取 消 日 取 消 料 
旅行開始日の前

日から起算して

さかのぼって 

１５日前までの解除 無   料 
１４日～６日前までの解除 旅行代金の １０％ 
５日～２日前までの解除 旅行代金の ２０％ 

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の ３０％ 
旅行開始日の当日の解除 旅行代金の ５０％ 
旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の１００％ 

 

（６）ＪＲ団体乗車券 

 

 

 

     

本選（３月２１日）に出場が決定した団体様が、出場決定後宿舎や練習会場及びお弁当を追加申込される場合は 

以下のようにさせていただきます。 

（１） ３月２０日の宿泊申込みについて ※中学校の部は３月１９日と２０日の宿泊申込みについて 

本選出場決定（部門別表彰式）の１時間後までを期限に、会場内のトップツアー専用デスクにて申込みを受

付いたします。ただし、宿泊施設・客室タイプにつきましては弊社に一任させていただきます。 

（２） ３月２１日の練習会場及びお弁当の申込みについて 

    本選出場決定（部門別表彰式）の１時間後までを期限に、会場内のトップツアー専用デスクにて申込みを受

付いたします。ただし、練習会場につきましては弊社に一任させていただきます。 

 

 

 

【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第３８号 （社）日本旅行業協会正会員  ボンド保証会員 

トップツアー株式会社 福島支店   総合旅行業務取扱管理者：中根和宏   

〒９６０－８０３１ 福島市栄町６番６号 ユニックスビル７階 担当：吉田、木崎、大久保 

E-mail：fukushima2@toptour.co.jp  

ＴＥＬ：０２４－５２３－４４５１   ＦＡＸ：０２４－５２２－００５１  
営業時間 平日／９：２０～１８：００ 土曜日／９：２０～１２：４０ （日曜・祝日は休業） 

東北１００８３ 

 

詳しい旅行条件を記載した書面を別途お渡しいたしますので、ご確認の上お申込ください。 

取 消 日 取 消 料 

弁当受取日の前日１８時までの解除 無   料 

弁当受取日の前日１８時以降の解除 弁当代金の１００％ 

払戻手数料は、航空券１枚（１区間）につき４２０円を申し受けます。 

取消手数料は、運賃ごとに適用額が異なります。 

ＪＲ規定の払戻手数料がかかります。 

 

８．本選出場決定団体様の追加申込みのご案内 

９．取扱旅行会社 



旅行条件  本旅行条件書は、旅行業法第 12条の４に定める取引条件説明書面及び同法第 12条の５に定める契約書面の一部となります。この条件に定めの 

ない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款をご希望の方は係員にご請求ください。 

 

宿泊と観光はトップツアー株式会社福島支店（福島県福島

市栄町6-6／観光庁長官登録旅行業第38号）（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」といいます。）を締結することになります。旅行

契約の内容、条件は、当パンフレットの記載内容、本旅行

条件書、確定書面（ 終日程表）ならびに当社旅行業約款

（募集型企画旅行契約の部）によります。 

１、 お申込み方法・条件と旅行契約の成立                   

(1)  当社は、参加しようとする複数のお客様が責任ある代

表者を定めた場合、契約の締結・解除等に関する一切の代

理権を当該代表者が有しているものとみなし、その団体に

係る旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行いま

す。(2)  所定の申込書によりお申込みください。 (3)  旅

行契約は、当社が契約を承諾し、旅行代金を受領した時に

成立するものとします。(4) 未成年の方は親権者の同意書

が必要です。15 才未満の方は同伴者の参加を条件とする

ことがあります。   

２、旅行代金のお支払い                                

    旅行代金は、「お申込方法（⑥お申込み方法のご案内）」

の条件によりお支払いいただきます。これ以降にお申込み

の場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支

払いいただきます。 

３、旅行代金に含まれるもの、含まれないもの                                                    

  「ご案内」に記載のとおりです。旅行日程に明示された以

下のものが含まれます。 

４、旅行内容・旅行代金の変更                                                                         

    当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿

泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によ

らない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事

由が生じた場合においてやむを得ないときは、旅行内容・

旅行代金を変更することがあります。(2) お申込みいただ

いた人数の一部を取消される場合は契約条件の変更とな

ります。実際にご参加いただくお客様の旅行代金が変更と

なる場合がありますのであらかじめご了承ください。なお、

詳しくは係員におたずねください。 

５、旅行契約の解除                                                                               

(1) お客様は、各プラン記載の取消料をお支払いいただくこ

とにより、いつでも旅行契約を解除することができます。

なお、旅行契約の解除期日とは、当社の営業日・営業時間

内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。 

◆ お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更され

る場合、また、申込人数から一部の人数を取消される場合

も、上記取消料の対象となります。 

(2) 申込人数が 少催行人員に満たないときは、旅行の実施

を中止します。この場合、旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって13日目、日帰り旅行にあっては旅行開始日

の前日から起算してさかのぼって 3 日目にあたる日より

前までに旅行を中止する旨を通知します。 

６、旅程管理及び添乗員等の業務                                         

(1) 添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。(2) 添乗

員が同行しない旅行にあっては必要なクーポン類をお渡

しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手

続はお客様ご自身で行なっていただきます。また、悪天候

等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じ

た場合における代替サービスの手配及び必要な手続は、お

客様ご自身で行っていただきます。 

７、当社の責任および免責事項                                     

(1)  当社は、当社または手配代行者の故意または過失によ

りお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。

ただし、手荷物の損害については、14 日以内に当社に対

して通知があった場合に限り、お１人様15万円を限度と

して賠償します。（当社に故意又は重大な過失がある場

合を除きます。）(2)  お客様が、次のような当社の関与

し得ない事由により損害を被られたときは、当社は責任

を負いません。①天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署

の命令等またはこれらによる日程の変更や旅行の中止  

 

②運送・宿泊機関等のサービス提供の中止等またはこれらに

よる日程の変更や旅行の中止 ③自由行動中の事故 ④食

中毒 ⑤盗難 ⑥運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、

経路変更またはこれらによる日程の変更や目的地滞在時

間の短縮 

８、旅程保証                                       

(1)  当社は契約書面および確定書面に記載した契約内容の

うち、次のような重要な変更が生じた場合は、旅行代金に

1～5％の所定の率を乗じた額の変更補償金を支払います。

ただし、1主催旅行につき合計15%を上限とし、また補償

金の額が1,000円未満のときはお支払いいたしません。                 

①旅行開始日または旅行終了日 ②入場する観光地または観

光施設、レストラン、その他の旅行目的地 ③運送機関の

等級または設備のより低い料金のものへの変更 ④運送機

関の種類または会社名 ⑤本邦内の出発空港または帰着空

港の異なる便への変更 ⑥宿泊機関の種類または名称 ⑦

宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件 ⑧

前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載があ

った事項 

(2) ただし、次の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 

  ①次に掲げる事由による変更の場合（但し、サービス提供

機関の予約超過による変更の場合を除きます。） 

    ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変    

イ．戦乱 ウ．暴動 エ．官公署の命令 オ．欠航、不

通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 カ．

遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によら

ない運送サービスの提供 キ．旅行参加者の生命または

身体の安全確保のために必要な措置 

  ②契約書面･確定書面に記載した旅行サービスの提供を受

ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サ

ービスの提供を受けることができた場合。 

(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の

支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある

物品または旅行サービスの提供をもって補償を行うこ

とがあります。 

９、特別補償                                       

    当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が

旅行中にその身体または荷物に被られた一定の損害につ

いて、補償金および見舞金を支払います。死亡補償金

1,500 万円、入院見舞金2～20 万円、通院見舞金1～5万

円、携帯品損害補償金 旅行者1名につき15万円以内。 

１０、お客様の責任                                     

(1)  お客様の故意または過失、法令違反、当社の旅行業約

款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受けた

場合は、お客様から損害の賠償を申し受けます。(2) お客

様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・

義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければ

なりません。(3)  旅行開始後に、パンフレット等に記載

された内容と実際のサービス内容が異なると認識した場

合、旅行中に事故などが発生した場合は、旅行地において

速やかに当社または旅行サービス提供機関にお申し出く

ださい。 

１１、個人情報の取扱い                                

当社は、申込書に記載された個人情報について、お客様と

の連絡のために利用させていただくほか、お申込みいただ

いた旅行における運送・宿泊機関等が提供するサービスの

手配・受領のための手続に必要な範囲内で利用させていた

だきます。尚、申込書にて取得した個人情報は、大会終了

後に全て大会実行委員会様へ引き渡し致します。 

１２、お客様の交替                                                              

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲

り渡すことができます。但し、交替に際して発生した実費

についてはお客様にお支払いいただきます。 

１３、その他                                          

(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。  

(2) お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内すること

がありますが、お買物に際しましては、お客様の責任でご

購入ください。 

 

(3) この旅行条件・旅行代金は 平成22年１1月1 日現在を

基準としております。 

●お申込み・お問合わせは 

【旅行企画・実施】  

観光庁長官登録旅行業第38号 

 （社）日本旅行業協会正会員  ボンド保証会員 

トップツアー株式会社 福島支店   

〒960-8031 福島県福島市栄町6-6 ユニックスビル7階  

電話番号:024-523-4451   ＦＡＸ番号:024-522-0051 

  総合旅行業務取扱管理者：中根 和宏 

 

総合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

ご不明の点がありましたら、遠慮なく総合旅行業務取扱管理者に

お尋ねください。 

 

東北１００８３ 
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