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第第３０３０回全日本ジュニアバドミントン選手権大会回全日本ジュニアバドミントン選手権大会
宿泊・弁当・宿泊・弁当・JRJRセットプランセットプラン・レンタカーのご案内・レンタカーのご案内

募集型企画旅行（募集型企画旅行（JRJRセットプランセットプラン･宿泊・レンタカー）･宿泊・レンタカー）

（1） 宿泊料金は、1泊朝食付き、税金･サービス料金を含むお一人様あたりの金額です。

（2） 配宿については申込先着順にて行いますが、各施設の客室が満室になった場合には、第2希望又は希望ランク外の

配宿を行う場合がございます。あらかじめご了承下さいませ。

（3） ホテルツインタイプを希望される方は、必ず申込書備考欄に同室者氏名を記入してください。

（4） 宿泊ホテルの位置は、会場・宿泊案内図にてご確認下さい。

（5） 各駐車場は予約制ではありません。また高さ制限がある場合は、近郊の駐車場にご案内させていただきますので、

ご了承下さいませ。また駐車料金は無料以外は、車を出さないことが条件となっております。

ご参加者 各位

この度、標記大会が新潟県新潟市におきまして開催されますことを心よりお慶び申し上げます。

今大会にご参加されます皆様の大会期間中の宿泊・昼食お弁当等のお世話を、私共トップツアー株式

会社新潟支店が担当させていただくこととなりました。

つきましては、下記のとおりご案内いたしますので、お早目にお申込みくださいますようお願い申し上げ

ます。皆様のご来県を心よりお待ち申し上げております。

トップツアー株式会社 新潟支店

支店長 川野辺 真博
1、宿泊のご案内

■宿泊取扱日 平成23年9月15日（木)、16日（金)、17日(土)、18日(日)

■宿泊場所 新潟市内のホテル

東横イン新潟駅前

ホテルレオパレス新潟

ホテルルートイン新潟西インター

コートホテル新潟

ホテルルートイン新潟県庁南

コンフォートホテル新潟駅前

ホテルターミナルイン

ターミナルアートイン

新潟東映ホテル

チサンホテル＆コンファレンス
センター新潟

万代シルバーホテル

新潟東急イン

宿泊施設名

15:00～10:00まで無料6,500円シングルL－１⑩

7,000円ツインC－２

7,000円ツインB－２

7,000円ツインA－２

シングル

シングル

シングル

シングル

シングル

シングル

シングル

シングル

シングル

シングル

シングル

部屋
タイプ

16:00～翌日10:00まで1,000円6,000円N－１⑫

14:00～10:00まで1,050円6,500円K－１⑨

15:00～12:00まで1,000円6,000円M－１⑪

14:00～11:00まで750円7,000円E－１⑤

14:00～11:00まで750円6,500円F－１⑥

12:00～翌日12:00まで1,000円6,500円G－１⑦

15:00～10:00まで無料6,500円H－１⑧

14:00～翌日11:00まで500円

15:00～翌日11:00まで1,500円

12:00～翌日12:00まで500円

17:00～翌日11:00まで1,500円

駐車料金（1泊当たり）

7,500円

7,500円

7,500円

7,500円

宿泊料金

④

③

②

①

地図
番号

D－１

C－１

B－１

A－１

申込
記号



2、昼食お弁当のご案内

■弁当料金 1食 800円 （消費税込・お茶付き）

■弁当予約日 平成23年9月16日(金)、17日(土)、18日(日)、19日（月）

■受け渡し場所 ご希望の大会会場

(新潟市東総合スポーツセンター、新潟市亀田総合体育館、新潟市鳥屋野総合体育館)

※弁当引換時間は11：30～13：30までとし、それ以降は衛生管理上無効となります。

※弁当のお申込みにつきましては、旅行契約の適用外となります。

3、JRセットプランのご案内

大会参加の皆様の便宜を図る為、東京駅発着のJR券と宿泊のセットプランをご用意しております。

往復のJR代金（上越新幹線乗車券・自由席特急券）と規定の宿泊代が旅行代金に含まれます。

※こちらのプランは新幹線自由席用の特別企画乗車券・特急券のため、みどりの窓口や車内で

指定席には変更できませんので、ご了承下さいませ。指定席をご希望の場合は恐れ入りますが、

こちらのプランはご利用いただけません。

また東京駅発着以外のプランはございませんので、ご了承下さいませ。

ＪＲセットプラン基本プラン ※トップツアー㈱募集型企画旅行（最少催行人員1名）
■基本プラン：上越新幹線（自由席）往復＋新潟東急イン1泊朝食 ※添乗員は同行致しません。

朝：
○

新潟  東京復 路

夕：
×

新潟東急イン（シングル又はツイン利用）東京  新潟往 路

食事
宿 泊行 程

■基本旅行代金（申込書の往復利用日の欄に下記の申込記号をご記入下さい。往復共に同一申込記号をご記入下さい）

東－２

２４，０００円

ツイン利用（お一人様）

東－1申込記号

２４，５００円東京駅発着

シングル利用（お一人様）

※基本料金には東京駅からの上越新幹線（自由席）往復代金＋新潟東急イン1泊朝食付（税金・サービス料）
が含まれております。2泊目以降は泊数分の宿泊代金を加算してください。
また他ホテルをご利用の場合は、1泊分は「新潟東急イン」との差額を加減し、2泊目以降は該当ホテルの
宿泊代金の泊数分加算して下さい。

※往復のご利用のみ承ります。片道だけのご利用・片道の払い戻しはできません。
但し2時間以上の遅延・運休などの理由で未使用分については払い戻し致します。その際は駅員・車掌より
証明書をお取り下さい。
※途中下車はできません。その場合は全て前途放棄となり、払い戻しできません。
※特別企画ＪＲ券のため、指定席への変更はできません。また上野駅・大宮駅等の発着プランは
ございません。



４、レンタカープランのご案内

大会会場は主要ターミナルの新潟空港、JR新潟駅からの公共交通機関(路線バス)も少なく、移動手段

はタクシーがメインになります。ただし、時間によってはタクシーも大変混みあい、会場でタクシーを

長時間待つことも想定されます。

そこで弊社ではお得なレンタカープランを用意いたしました。新潟空港はもとよりJR新潟駅前に営業所

があり、大会中の移動手段として、大会の合間の観光の交通手段としてご利用してみてはいかがですか。

※レンタカープランをご希望の方は専用申込書にてお申込みください。

８名７名５名５名５名５名定員

２，１００１，５００２，０００１，２００１，２００１，０００追加１時間

１１，０００６，５００８，０００６，５００６，０００４，５００追加１日

２６，０００１６，０００１８，０００１５，０００１３，５００１０，５００２日（４８時間）

１５，０００

１０，５００

ステップワ
ゴン、セレナ

ノア他

WA

９，５００

７，０００

ストリーム

ウィッシュ

他

MC

１０，０００８，５００７，５００６，０００１日（２４時間）

８，５００７,０００６,０００４，８００１２時間

マークX

ティアナ

他

インサイト

プリウス1.5

カローラ

ティーダ・

ラティオ他

フィット

ヴィッツ

マーチ他

車種

EEBASクラス

１台あたり料金 単位：円■設定期間：平成２３年９月１６日（金）～９月１９日（月）

【装備】
全車カーナビゲーション標準装備
全社ＣＤ標準装備
全車ＥＴＣ装備車 （ＥＴＣカードの貸出はありません）

【保険補償制度】
●任意保険付保額
対人：無制限
対物：無制限
車両：時価額（免責０万円）
搭乗者：１,０００万円・・・・死亡：１,０００万円／定員

入院：７,５００円／日

後遺障害：死亡補償額を限度とする
※搭乗者保障期間は事故の発生日から180日をもって限度とする

※保険約款の免責事項に該当する場合には、補償はされません。

●ノンオペレーションチャージ（休業補償料）
万一事故が発生し車両修理が必要となった場合、お客様にご負担頂く料金です。
・自走可能な場合・・２０,０００円
・自走不可能な場合・・５０,０００円

（1） 上記料金にはレンタカー代金・免責補償手数料・消費税を含む一台あたりの金額です。

（2） ご利用クラスでの申込みとなります。車種のご指定はできません。

（3） レンタカーはお申し込み頂いてからの手配となりますため、希望車種が満車の場合や、別の車種を

ご案内させて頂く場合がございます。 予めご了解の上お早めにお申込み下さい。



お申込み用紙に必要事項をすべてご記入の上、トップツアー㈱新潟支店あてにFAX又は

郵送にてお申込み下さい。※FAXの方は確認のため、送付後にお電話を下さい。

FAX又は郵送にて送信（FAX:０２５－２４３－２２５５)
（注） 二重申込を防ぐ為、FAX・郵送どちらか一方でお願いします。

申込書
(必要事項を記入）

〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-54 明治安田生命新潟駅南第２ビル５階
トップツアー㈱新潟支店

「JOCジュニアオリンピック･第30回全日本ジュニアバドミントン選手権大会」係

TEL：025-243-1515 FAX：025-243-2255
営業時間:(月～金)9:00～17:40 休業日:土・日・祝祭日

大会担当者 村田一芳・岡本高弘

各ご利用券、請求書送付いたします。 9月上旬

請求書到着後、銀行振込にてお願いします。 9月8日（木）まで

送

付

先

三井住友銀行 新潟支店 普通預金

口座番号 ６３０４５７３
トップツアー㈱新潟支店
※振込手数料は各自ご負担下さい。

振

込

先

（1) 電話によるお申し込みは受付いたしません。（トラブルの原因となりますのでご了承下さい。）

（2） お申込み受付後、宿泊券・昼食券・航空券引換券・請求書等を9月上旬に送付いたします。

・宿泊券・・・・・ホテル到着の際、フロントへお渡し下さい。

・昼食券・・・・・会場にて昼食時弁当と引換の際、係員にお渡し下さい。

・JR券（原券）・・・・・東京駅・新潟駅改札にて、自動改札をご利用下さい。

・レンタカー券・・・・・各営業所にてお渡し下さい。

（3） すべて先着順に受付けいたしますので、ご希望(第一希望)に添えるよう出来るだけ早めにお申込みください

（4） 多数ご参加される場合は、まとめて参加申込書にご記入の上ご送付下さい。

参加申込書が不足した場合は、コピーをお取りの上、ご使用ください。

（5） 領収証をご必要な方は、事前にFAXまたは郵送文書にてご連絡下さい。原則として、大会開催中または

大会終了後お渡しいたします。

（6） 変更・取消の為返金が生じた場合、大会終了後に銀行振込にてご精算いたします。

◆お申込締切日 平成23年8月19日(金)

◆ 宿泊・弁当・航空券･レンタカーは、トップツアー㈱新潟支店が企画・実施する「募集型企画旅行」です。

◆ お弁当のみご利用の方は、旅行契約には該当いたしません。

5、お申込み方法について



取消・変更については原本を訂正（見え消し）し、トップツアー㈱新潟支店まで送付ください。

※電話での取消・変更は一切受付いたしません。

※取消・変更の書面送付後、必ず送信者の方が着信確認の電話を入れて下さい。

※お申込者の都合で、予約を取消される場合は、規定の取消料金をいただきます。

（取消料は下記一覧表をご参照下さい。）

※入宿後の取消・変更については、宿泊者ご本人が直接指定宿舎にお申し出下さい。

（取消の場合は、規定の取消料金がかかります。）

※返金時の銀行振込みに伴う手数料は返金額より差引かせて返金させていただきます。

各項目別の取消料は下記のとおりです。

※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します。

（支店の営業日・営業時間は旅行条件書にてご確認下さい。）

（1） 宿泊

（2） 昼食お弁当

弁当代金の100％利用日の当日の解除

弁当代金の50％利用日の前日の解除

取消料お申し出日

6、変更・取消料について

旅行企画・実施 トップツアー㈱ 新潟支店
観光庁長官登録旅行業第38号
JATA正会員 ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員
〒950-0912 新潟市中央区南笹口1-1-54 明治安田生命新潟駅南第2ビル 5階

TEL：025-243-1515 FAX：025-243-2255
営業時間 平日 9:00～17:40 （土曜・日曜･祝日休業）
[担当者] 村田 一芳・岡本 高弘
総合旅行業務取扱管理者： 川野辺 真博 承認番号5115

旅行代金の100％旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の40％前日の解除

旅行開始日の前日から起算して旅行開始日の14日前から2日前までの解除

旅行代金の50％当日の解除

無料

取消料お申し出時期

※当日の取り消しに関しては、出来る限り午前中までにトップツアーへご連絡下さいます旨お願い致します。

（3） JRセットプラン／レンタカー

旅行代金の50％旅行開始日当日の解除

旅行開始日の前日

から起算して

旅行代金の100％旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の40％旅行開始日前日の解除

旅行代金の30％旅行開始の5日前から2日前まで

旅行代金の20％旅行開始日の20日前から6日前まで

取消料お申し出時期



この旅行はトップツアー株式会社新潟支店（新潟市中央区
南笹口1-1-54／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（最終日程表）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。

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。

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、申込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。

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

(1) 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、『6、取消･変更について』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)申込人数が最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企画旅行契約につき合計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 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、申込みの際提出いただいた申込書に記載され
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、お申込みの旅行における運送・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、及び当社の旅行契約上の責任、事故
時の費用等を担保する保険の手続上必要な範囲内で、
当社と個人情報の取扱いについて契約を締結するそれ
ら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、予め電子的方
法等で送付することによって提供させていただきます。

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) 掲載の料理内容は季節やご人数により若干変更に
なる場合があります。また、料理の写真は盛り合わせの
場合もあり、1人前とは限りません。

(3) 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。

(4) この旅行条件・旅行代金は平成２３年 ６月３０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

新潟支店

営業時間:月～金9:00～17:40 休業日:土･日･祝祭日

新潟市中央区南笹口１－１－５４

TEL: 025-243-1515 ＦＡＸ: 025-243-2255

JATA正会員

総合旅行業務取扱管理者：川野辺 真博

ボンド保証会員 旅行業公正取引協議会会員

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、遠慮なく旅行業務取扱管理者に

お尋ねください。

2、旅行代金のお支払い

旅行代金は、「5、お申し込みについて」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。

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。

首都圏211-5115 号



◎お申込先／トップツアー株式会社◎お申込先／トップツアー株式会社 新潟新潟支店支店 ＦＡＸ：ＦＡＸ：０２５－２４３－２２５５０２５－２４３－２２５５

≪申込締切日≫ 平成２３年８月１９日（金）

◆希望宿泊施設欄には別紙一覧の記号を記入ください。確保している部屋数に限りがございますので、ご希望に添えないこともございます。
よって必ず第二希望までご記入ください。なお、２名～３名一室をご希望の場合には備考欄に部屋割りがわかるようにご記入願います。

◆宿泊希望日には、ご希望宿泊日の欄に○をご記入ください。
◆お弁当欄には、ご希望日の欄に受け渡し場所記号をご記入ください。※受け渡し場所記号（東総合スポーツセンターは「東」、亀田総合体育館は「亀」、

◆JRセットプラン欄には、別紙一覧の記号をご記入ください（宿泊のみの場合は、記入不要です）。 鳥屋野総合体育館は「鳥」）

◆5名以上申込の場合もこの用紙をコピーしてお使いください。

● 備考欄
宿泊施設での食事の相談、その他ご要望などございましたら
ご記入くださいませ。

● お申込み・お問い合わせ

トップツアー株式会社 新潟支店
〒９５０－０９１２
新潟市中央区南笹口１－１－５４ ５階
ＴＥＬ： ０２５－２４３－１５１５
ＦＡＸ： ０２５－２４３－２２５５

担当：村田一芳・岡本高弘

※ 旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関・保険会社等への個人情報の提供について同意のうえ、本旅行に申し込みます。

営業時間：月～金 9:00～17:40
：土・日・祝祭日は休業

ＪＯＣジュニアオリンピックカップＪＯＣジュニアオリンピックカップ
第第3030回全日本ジュニアバドミントン選手権大会回全日本ジュニアバドミントン選手権大会

宿泊・弁当・宿泊・弁当・JRJRセットプランセットプラン 申込書申込書

学校名

申込代表者氏名

書類送付先住所

電話番号

ＦＡＸ番号又はメールアドレス

携帯番号

（ ） －

（ ） －

（ 都 道 府 県）

（〒 － ） 学校・自宅（どちらかにマル）

（ ） －

9/16

(金)

9/17

(土)

9/18

(日)

9/19

(月)

申 込 記 号

JRセットプランお弁当（昼食）

No.
フ リ ガ ナ

氏 名

宿 泊

性別 申込記号 宿 泊 日 9/16

(金)

9/17

(土)

9/18

(日)

9/19

(月)

申 込 記 号

往 路 復 路

No.
9/15

(木)

フ リ ガ ナ

氏 名

性別

年齢

申込記号 宿 泊 日

第一

希望

第ニ

希望

9/17

(土)

9/16

(金)

9/18

(日)

9/16

(金)

9/17

(土)

9/18

(日)

9/19

(月)

東 東/亀/鳥 東/鳥 東

鳥×

往 路 復 路

東-1 東-1東東○ ○○ ○

4

5

No.

例

1

2

新潟
ニイガタ

太郎
タロウ

3

9/15

(木)

フ リ ガ ナ

氏 名 年齢

男

18
A-1 C-1

第一

希望

第ニ

希望

9/17

(土)

9/16

(金)

9/18

(日)



申込者
（学校名）

住所

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ご担当者名

申込日

自宅

（ ） － 学校

呼出

携帯電話

予約車 車種クラス クラス 乗車人員

到着便名：

到着時間：

出発便名：

出発時間：

★お子様用シート（下記ご参照の上、席数をご記入下さい。）

・ベビーシート 身長70cm未満､ 体重10kg未満､ １歳前後 （ 席）
・チャイルドシート 身長105cm以下､ 体重7～18kg未満､ ２歳～４歳位 （ 席）
・ジュニアシート 身長135cm以下､ 体重15～32kg､ ５歳～６歳位 （ 席）
★カーナビゲーションシステム

料金内訳

（税込）
〈備考〉 〈備考〉

担当印

※上記 太枠内を全てご記入の上、トップツアー㈱新潟支店へお申し込み下さい。
※運転者の方の携帯電話番号は必ずご記入下さい。
【レンタカー】
免責補償料は基本料金に含まれます。
超過料金、燃料代は現地払いです。

ご予約NO

希望する ・ 希望しない

標準装備

基本料金 乗捨て料金 その他オプション等 合 計

期

貸 平成23 年 月 日 時 分

出 利用駅・空港

担当： 村田・岡本

平成 ２３ 年 月 日

大人（ ）名、小人（ ）名【 】

TEL：０２５－２４３－１５１５

（フリガナ） 性

男 ・ 女
ＴＥＬ

お客様名 別

レンタカー申込用紙

FAX：０２５－２４３－２２５５

第30回全日本ジュニアバドミントン選手権大会専用

トップツアー㈱新潟支店

お客様のご都合により予約を取消される場合は、所定の予約取消し手数料を申し受けさせて頂きます。

なお、予約乗車時間を１時間以上又は店舗の営業時間を過ぎてもご連絡無き場合には、予約の取り消し
とみなしますのでご了承下さい。

間

返 平成23 年 月 日 時 分

却 利用駅・空港


