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選手や関係者の皆様が待ちに待った「ＢＩＧＷＥＳＴ ＣＵＰ2021 第 17回東北選抜学童軟式野球大会」が岩手県二戸市、
一戸町、岩手町、九戸村で開催されますことを心よりお喜び申し上げます。  

 この度、BIGWEST CUP 様からのご指名により、大会参加に関わる宿泊・弁当の手配を名鉄観光サービス㈱が担当をさ

せていただくことになりました。例年とは違い、コロナ禍の厳しい状況下での開催となりますが当社としても、関係機関と対

策を練り、BIGWEST CUP様、参加チームの皆様方の特段のご協力をいただきながら、本大会の無事成功に向け、精一杯

業務遂行してまいる所存です。何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 
名鉄観光サービス株式会社 

 

 

１．申込方法のご案内  
①申込み： 別紙申込書に必要事項をご記入の上、「第１7 回東北選抜学童軟式野球大会」名鉄観光受付デスク（※以降受付デ

スク） EMAIL bigwest@mwt.co.jp 又は FAX 019-654-1044 へお申込下さい。その後の変更等は電話では受け付けませんの

でお手数ですが MAIL、FAX 後、着信確認をお願い致します。（TEL019-654-1058） 

（個人情報保護の観点から、アドレス間違い、番号の押し間違いにご注意下さい。） 

当日は行楽シーズンにつき、多忙期になっております。確保数に限りがありますので先着順にて配宿しますのでお早目にお申

込下さい。 

 

 

 

 

 

②請求書：申込責任者様宛に請求書を EMAIL、郵送にて送信致します。 

③支払い：配宿ホテル決定後随時、下記記載の銀行口座へ１０月 22 日（金）までに振込をお願い致します。 

（振込手数料はお客様ご負担願います。） 

【銀行名】 みずほ銀行 第五集中支店 

【口座名】 普通 ０１７０２３２ メイテツカンコウサービス（カ 

※お申込後（宿泊プランは旅行契約成立後）に変更・取消される場合、申込項目毎に取消料を申し受けます。 

以下、「９．変更・取消について」の項をご確認下さい。  

 

 

２．昼食弁当について （名鉄観光サービス㈱との募集型企画旅行契約となります。） 

期日： 10 月 30 日（土）・31日（日）  2 食    11 月 6 日（土）・ 7 日（日）  2 食 

料金：700 円（お茶なし・税込） 

   ※会場付近の食事施設は少ない為、お弁当のお申込をお勧めいたします。 

   ※お弁当は会場にてお渡し致します。お申込後にお送りする予約確認書をスタッフにご提示下さい。 

     空箱回収も行いますので指定する場所、時間に返却のご協力をお願い致します。 

 

 

３．宿泊プランについて （名鉄観光サービス㈱との募集型企画旅行契約となります。） 
※一部のタイプにご希望が集中する場合がございますので第三希望までご記入下さい。 

宿泊設定日：10月 29日（金）・30日（土）  2泊  

11月 6日（金）・ 7日（土）  2泊 ※ベスト８進出時にあらためてご案内致します。 

宿泊条件：1泊、税・サービス料込、お一人様あたりの金額を表示 

食事条件：朝食 開始時間 6：00～6：30（施設により異なります）バイキングまたはセットメニュー 

または 6：30以降開始の場合朝食弁当 

          ：夕食 開始時間 18：00～、19：30～バイキングまたはセットメニューまたはお部屋での夕食弁当となる 

場合もあります。 

 

 

ＢＩＧＷＥＳＴ ＣＵＰ２０２１ 

第１７回東北選抜学童軟式野球大会 

宿泊及び昼食弁当お申込手続きのご案内 

申込開始 ：本日から MAIL及び FAXにて開始します。 

申込締切 ：10月 14日（木）１７：００ 

配宿決定 ：１０月 20日（水）までに随時チームへご連絡します。 

（※原則、球場に近い地区のホテルを斡旋します。ただし申込着順を優先します。） 
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 宿泊施設一覧 

地区 
商品

No 
ホテル名 食事 部屋タイプ 

申

込 

記

号 

10/29 

（金） 

宿泊代金 

10/30 

（土） 

宿泊代金 

二戸市 

1 二戸パークホテル 朝・夕 

シングル 1 9,200円 9,200円 

ツイン 2 9,200円 9,200円 

2 二戸シティホテル 朝 シングル 1 7,500円 7,500円 

金田一

温泉 
3 ホテル金田一 朝・夕 

シングル 1 7,600円 8,600円 

ツイン 2 7,600円 8,600円 

和室 ﾜ 7,600円 8,600円 

新安比 4 静流閣 朝・夕 和室 ﾜ 8,300円 9,300円 

安比 5 

安比ヒルズ白樺の森 3 

安比高原温泉ホテル 

ホテル安比グランド 

朝・夕 シングル 1 10,700円 11,700円 

朝・夕 ツイン 2 9,600円 10,600円 

朝・夕 

和室 ﾜ 7,900円 8,900円 

和室（大人） ﾜﾀﾞ 8,900円 9,900円 

八幡平 6 いこいの村岩手 朝・夕 和室 ﾜ 8,500円 9,500円 

八戸市 

７ パールシティ八戸 朝・夕 シングル 1 8,600円 8,900円 

８ 
グランドサンピア 

八戸 
朝・夕 

シングル 1 11,600円 11,600円 

和室 ﾜ 9,800円 9,800円 

９ 
ダイワロイネット 

ホテル八戸 
朝・夕 シングル 1 8,500円 8,500円 

※宿泊各ホテルに無料駐車場がある場合がございますが、台数に制限がございます。 

予約制ではなく、先着順となります。(一部駐車場が有料になる場合もあり、その場合は近隣の有料駐車場になる場合も

あります。ご了承下さい。)  

欠食希望の場合事前に宿泊日 5日前までご連絡ください。期日以降の申し出についてはご対応出来ません。 

【申込記号について】 『1』・・・シングル 『2』・・・ツイン 『3』・・・トリプル  『ﾜ』・・・和室定員利用 

              『ﾜｵ』・・・和室大部屋 『ﾜﾀﾞ』・・・和室大人利用 

４．添乗員：同行いたしません。 宿泊施設フロントにて後日送付する宿泊確認書で受付けて下さい。 

 

５．最少催行人員：1名様  

 

 ６．共通コース  

日次 行程 食事 

1 ご自宅または前泊地または各地→（各自移動・お客様負担）→各宿泊施設(泊) 朝：× 昼：× 夕：○ 

2 各宿泊施設→（各自移動・お客様負担）→ご自宅または次泊地または各地 朝：○ 昼：× 夕：× 
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７．コロナ対策抜粋 

  （一般社団法人）日本旅行業協会新型コロナウイルス対応ガイドライン、当社のガイドライン及び各宿泊施設の 

 ガイドラインにより対応させていただきます。最終確定書面でご通知申し上げます。 

 

８．変更・取消について  
①申込後の取消及び変更は、必ず EMAIL または FAX にて受付デスクご連絡下さい。 

  ・取消基準日は、FAXの通信日（営業時間内に頂いた場合）と致しますので、必ず書面にてご連絡下さい。 

  ・旅行開始後の取消連絡先につきましては後日ご連絡致します。 

②お申込後の取消につきましては、お申出の日次により各取消料を申し受けます。ご入金後のご返金は、 

変更・取消にて生じた変更・取消料を差し引いた金額を、大会終了後に銀行振込にてご返金致します。 

 

   【変更・取消料】 旅行開始前の受付は当社営業日及び営業時間内とさせていただきます 

  ・昼食弁当（募集型企画旅行契約となります。） 

解除の日 昼 食 弁 当 （ 1 個 あたり ） 

ご利用日の前日から 起算して 3 日前まで 無 料 

前々日 無 料 

前日 15：00 まで無料 それ以降 100％ 

当日 100％ 

     
 ・宿泊プラン（募集型企画旅行契約） 

         旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料（お一人様） 

旅行開始日の前日から起算

してさかのぼって 

1． 21 日目にあたる日以前の解除 無料 

2． 20 日目にあたる日以降の解除（3～6 を除く） 旅行代金の 20％ 

3． 7 日目にあたる日以降の解除（4～6 を除く） 旅行代金の 30％ 

 

4． 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％ 

5． 当日 1１：00 までの解除 旅行代金の 50％ 

6． 当日 1１：00 以降の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

９．旅行条件 
別紙の抜粋を添付しておりますがその他詳細は当社ホームページでご確認いただけます。 

（名鉄観光ホームページ（http://www.mwt.co.jp） 

１０．個人情報の取扱いについて  

名鉄観光サービス㈱は、申込みの際にご提出いただい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、

宿泊機関の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。また、大会実行委

員会様に提供いたします。上記以外の目的でご本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。その他詳細は

当社ホームページでご確認いただけます。 

（名鉄観光ホームページ） 

https://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml?_ga=2.23824890.1703745165.1623110496-989548757.1581929912） 
１１．旅行代金の基準日 
本旅行条件は、２０２1 年９月 10 日を基準として作成しております。また、旅行代金は、２０２１年９月 10 日現在 

有効なものと公示されている適用規則を基準として算出しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業第５５号・日本旅行業協会正会員 

名鉄観光サービス株式会社 盛岡支店 
TEL：０１９－６５４－１０５８ FAX：０１９－６５４－１０４４ 

大会専用アドレス bigwest@mwt.co.jp 
営業時間：平日 ９：３０ ～ １７：００（土・日・祝日は休業です） 

〒020-0022 盛岡市大通 3-3-10 七十七日生盛岡ビル 9F 

総合旅行業務取扱管理者 吉田 明弘 

「第１７回東北選抜学童軟式野球大会」受付デスク 
担当：岩角 及川 吉田 大川 

 

 
                                          【東北国】 

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に関する責任者です。この旅行契約に

関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ね下さい。 

旅行業公正取引協議会会員 

https://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml?_ga=2.23824890.1703745165.1623110496-989548757.1581929912

