
   謹啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 この度、第22回全国⼩学⽣バドミントン選⼿権⼤会が2013年12⽉21⽇（⼟）〜25⽇（⽔）、⼭形において開催されるにあたり、
 全国各地より皆様⽅が来県されますことを⼼より歓迎申し上げます。
 ⼤会に参加される皆様の宿泊、お弁当の⼿配を、弊社にてお⼿伝いさせていただくことになりました。
 私ども社員⼀同、万全の準備を期して、⼤会にご参加の皆様をお待ち申し上げます。

申込⽅法
・ 後述する各種ご案内をご⼀読下さい。

　・ お申込みは、別紙の「申込書」に必要事項をご記⼊のうえ、弊社宛てにＦＡＸまたは郵送にてお送りください。
⼈数が多い場合は申込書をコピーの上、ご記⼊下さい。

・ 宿泊お申込みは必ず第3希望までご記⼊願います。
・ 部屋数の関係上、ご希望の宿泊ランクに添えない場合もございますので、予めご了承下さい。

お申込みのスケジュール
・ お申込み締切⽇：平成25年11⽉15⽇（⾦）

配宿につきましては、先着順とさせていただきます。
本⼤会向けのお部屋は数量限定となっておりますので、お早めにお申し込み下さいますようお願いいたします。
※決定宿舎については、11⽉25⽇頃迄にお知らせします。

お⽀払い⽅法
・ 宿泊予約確認書等とともに、ご請求書を郵送にてお送りいたします。（11⽉末を予定しております）
・ 請求書記載の銀⾏⼝座に、12⽉10⽇（⽕）までにお振込みをお願い申し上げます。

変更・取消しについて
・ お申込み後に変更・取消しが⽣じた場合は、ＦＡＸまたは郵送にてお早めに名鉄観光⼭形営業所

までご連絡下さい。なお、お取消しにつきましては別途記載の取消料がかかりますので予めご了承願います。

・ 電話でのお申込み、変更、取消し等はトラブルの原因となりますので、ご遠慮願います。

  第22回全国⼩学⽣バドミントン選⼿権⼭形⼤会

ご 挨 拶

名鉄観光サービス株式会社　⼭形営業所
営業所⻑　太⽥　裕和

  １．お申込み⼿続きについて
①

②

③

④

ご宿泊・お弁当
お申込みのご案内



  〈ご旅⾏条件（要約）　募集型企画旅⾏〉
●募集型企画旅⾏契約

この旅⾏は名鉄観光サービス株式会社（愛知県名古屋市中村区名駅4-4-8・観光庁⻑官登録旅⾏業第55号）が
旅⾏企画・実施するものであり、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を締結することになります。
⼜、契約の内容・条件は各プラン毎に記載される条件のほか、下記条件、別途お渡しする旅⾏条件書、出発前
にお渡しする確定書⾯及び当社旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部によります。

●契約の成⽴
（１）お申込みをいただいた後に、回答と確定書⾯（予約確認書等）、旅⾏条件書、ご請求書をお送りいたします。
（２）旅⾏契約は当社がご旅⾏代⾦を受領した時に成⽴するものとします。

●変更および取消について
お申込み後に変更及び取消される場合には、ＦＡＸ⼜は郵送⼜はＥメールにて早めにご連絡下さい。なお、取消の場合は
下記の取消料を申し受けます。

旅⾏開始⽇の前⽇から起算して
４⽇前まで ３⽇〜２⽇前まで 前　⽇ 当　⽇ 旅⾏開始後

及び無連絡

弁当取消料 無料 無料 代⾦の５０％ 代⾦の１００％ 代⾦の１００％

宿泊取消料 無料 代⾦の２０％ 代⾦の４０％ 代⾦の５０％ 代⾦の１００％

お申込み・お問合せ先

旅⾏企画・実施 名鉄観光サービス㈱⼭形営業所
第22回全国⼩学⽣バドミントン選⼿権⼤会デスク 担当：⽯垣・⼩⼭(こやま）

〒990-0031 ⼭形市⼗⽇町1丁⽬3-29 ⼭形殖銀⽇⽣ビル5Ｆ
ＴＥＬ：023－664－0909 ＦＡＸ：０２３－６６４－０９１２

Ｅ－ｍａｉｌ：kenichi.ishigaki@mwt.co.jp
総合旅⾏業務取扱管理者 ⼩⼭ 和彦

観光庁⻑官登録旅⾏業第55号 ⽇本旅⾏業協会会員
営業時間：⽉〜⾦曜 ９：００〜１８：００（⼟・⽇・祝⽇は休業）



◆お申込みは全て下記のランクごとのお申込みとし、基本的にホテルの指定はできません。
◆⼈数ベースでお部屋割りをさせていただきます。部屋タイプ・部屋数の指定はできませんので、予めご了承下さい。
◆宿泊設定⽇　：　2013年12⽉20⽇（⾦）〜24⽇(⽕）5泊

※設定⽇以外のご宿泊を希望される場合はお問い合わせ下さい。
◆申込記号ごとに、⾷事条件・⼦供料⾦の設定が異なりますので、よくご確認のうえお申込み下さい。

◆最少催⾏⼈員：1名　 ◆添乗員：同⾏しません。 ◆移動：各⾃にて。
◆⽇程：⾃宅または前泊地⇒⼭形（⾷事：⼣または無し）/最終⽇：⼭形⇒⾃宅または後泊地（⾷事：朝）

※料⾦は基本1泊2⾷付、サービス料・消費税込、お⼀⼈様当りの料⾦です。
※お部屋は基本洋室、１〜３名様⼀室利⽤になります。 ホテルにより和室タイプもあります。
※Ｅのホテルは、朝⾷のみの設定となります。⼣⾷のご⽤意はございません。

・⼭形市総合スポーツセンターまで⾞で約20分・⼭形県体育館まで⾞で約5分〜15分圏内です。

※貸切バスはご相談下さい 霞城公園付近の観光バス駐⾞場をご案内します。

※料⾦は1泊2⾷付、サービス料・消費税込、お⼀⼈様当りの料⾦です。
※お部屋は基本和室、５〜８名様⼀室利⽤になります。 

・⼭形市総合スポーツセンターまで⾞で約20分・⼭形県体育館まで⾞で約30〜40分です。

※会場までの送迎もご相談下さい

２．宿泊のご案内

⼭形市内　ホテルタイプ

申込記号 ホテル名 料⾦：シングル・ツイン・トリプル・和室利⽤ 備考 ⼭形駅より

B
ホテルルートイン⼭形駅前

8,000円
⻄⼝徒歩2分

C
⼭形グランドホテル

8,500円
⼀部トリプル有 東⼝徒歩15分

東⼝徒歩7分

天童市内　旅館タイプ

申込記号 ホテル名 区分

駐⾞場※

Ａ
ホテルアルファーワン⼭形

7,500円
⼣⾷はお弁当対応,朝⾷はおにぎりセット 東⼝徒歩10分 1泊800円

ホテルニュー最上屋 和室有り 東⼝徒歩2分 1泊500円

1泊500円

⼭形七⽇町ワシントンホテル ⼀部トリプル有 東⼝徒歩15分 1泊730円

ヒルズサンピア⼭形 和室利⽤ ⾞で15分 無料

1泊500円

⼭形駅⻄⼝ワシントンホテル ⻄⼝徒歩2分 1泊750円

ホテルサンルート⼭形 東⼝徒歩3分 1泊650円

1泊600円

リッチモンドホテル⼭形駅前 シングル・朝⾷のみ ⻄⼝徒歩2分 1泊600円

D
⼭形国際ホテル　　

9,000円
⼀部トリプル有 東⼝徒歩5分 1泊500円

ホテルキャッスル⼭形 東⼝徒歩7分 無料

和室 天童駅より

E
アパホテル⼭形駅前⼤通

6,500円
シングル・朝⾷のみ

駐⾞場

Ｆ ホテル王将 ほほえみの宿　滝の湯

選⼿
7,900円

徒歩15分
無料

応援中学⽣以下 送迎あり

監督保護者
9,300円

徒歩15分
無料

応援中学⽣以上 送迎あり



◆会場周辺には、⾷事のできる施設及びコンビニエンスストア等は少ないため事前のお申込みをお勧めいたします。
・ご注⽂以外の当⽇販売は⾏いませんので、予めご了承下さい。
・お弁当の空き箱は指定の場所に15時までにご持参下さい。

◆設定⽇　：　2013年12⽉21⽇(⼟）〜25⽇（⽔）までの5⽇間とします。

会場内特設お弁当引渡しデスクにて弁当券と引換え 11:00〜13:00

◆本⼤会における計画輸送バス（宿泊施設〜⼤会会場・最寄り駅〜⼤会会場）などは予定しておりません。
競技会場・開会式会場へは、参加者各⾃でご来場下さい。

・⼭形市総合スポーツセンターへのアクセス
JR線　⽻前千歳駅から徒歩15分
⼭形駅より⾞で約15分
天童駅より⾞で約20分
⼭形⾃動⾞道⼭形蔵王インターより約20分
⼭形⾃動⾞道⼭形北インターより約10分

・⼭形県体育館へのアクセス
JR線　⼭形駅から徒歩20分（約2.0㎞）
⼭形駅より⾞で約10分
天童駅より⾞で約30分
⼭形⾃動⾞道⼭形蔵王インターより約15分

◆⼤変雪の多い時期となりますので、余裕をもってお越しください。

◆その他、交通機関（航空機・ＪＲ・フェリー・貸切バス等）の⼿配、観光の⼿配も受け付けます。
お気軽にご相談下さい。

○各地⇒⼭形への航空機、ＪＲの⼿配
○各地⇒⼭形への貸切バスの⼿配
○⼤会後、観光をしたいなど・・・

3．お弁当のご案内

第22回全国⼩学⽣バドミントン選⼿権⼤会
特製弁当(お茶付）　１個 800円

4．⼤会期間中の移動⼿段について

5.その他



◆⼭形市内タクシー会社のご案内 ◆⼭形駅前レンタカー会社のご案内

⼭交ハイヤー TEL：023-681-1515 トヨタレンタカー ⼭形駅前 TEL：023-625-0100
観光タクシー　 　 TEL：023-622-7288 ニッポンレンタカー ⼭形駅前 TEL：023-622-0534  
⼋千代交通　　  TEL：023-622-5001 レンタカー東⽇本 ⼭形営業所 TEL：023-646-6322
相互タクシー　 TEL：023-624-1212 レンタカージャパレン⼭形営業所 TEL：023-623-3900
第⼀タクシー　　 TEL：023-624-1900 オリックスレンタカー⼭形駅⻄⼝店 TEL：023-646-0543
⼭寺観光タクシー　 TEL：0120-56-3971
うるしやまタクシー　 TEL：023-684-7111
蔵王タクシー　 TEL：0120-37-2288
平成タクシー　　 TEL：023-615-1313 ＊料⾦の⽬安　⼩型ハイヤー4名乗り おおよそ

⼭形駅前〜⼭形県体育館 1,300円　 約3キロ

◆天童市内タクシー会社のご案内 ⼭形駅前〜⼭形市総合スポーツセンター 1,700円 約4.5キロ

東根交通 TEL：0237-42-1151 天童温泉〜⼭形市総合スポーツセンター 2,000円 約10キロ

神町タクシー TEL：023-652-1111 天童温泉〜⼭形県体育館 4,000円 約14キロ

天童タクシー TEL：023-653-3221
⼭交ハイヤー TEL：023-654-2525

⼭形市総合スポーツセンター ⼭形県体育館 霞城公園内

●霞城公園



◆各地からのアクセス

航空機にて⼭形へ ⾼速バス・貸切バス等にて⼭形へ

⼭形新幹線利⽤ ⼭形空港または仙台空港より ⼭形⾃動⾞道で⼭形蔵王IC
または東北新幹線で仙台経由 JR線・⾼速バス・乗合タクシー利⽤

⼭形空港ライナー（予約制）で⼭形駅へ　乗合タクシーになります。
仙台空港アクセス鉄道にて仙台駅にて乗換えJR仙⼭線にて⼭形へ
仙台空港アクセス鉄道にて仙台駅にて乗換え⾼速バスにて⼭形へ

◆仙台駅〜⼭形駅へ

・⾼速バス利⽤　所要70分　　⽇中は10〜15分間隔に運⾏しております。　平⽇76往復

運⾏：⼭交バス　 023-632-7280 予約不要

・JR仙⼭線利⽤　70〜85分※　　⽇中は20〜30分間隔に運⾏しております。
※快速列⾞をおすすめします。　

JRにて⼭形へ


