第18回 西日本ハイシニアソフトボール大会
監督・選手の皆様へ

【 ご宿泊・お弁当

のご案内 】

拝啓 時下、皆様方におかれましては、益々のご健勝のことと、お慶び申し上げま
す。
この度『第18回西日本ハイシニアソフトボール大会』が、長崎県西彼杵郡時津町に於
いて開催されるにあたり心より歓迎申し上げます。
この開催にあたり九州・四国・中国各地よりご参加いただく皆様のご宿泊及びお弁当
のご案内を弊社、T-LIFEパートナーズ(株) 長崎支店でお世話させて頂くことになり
ました。
大会運営の一助となるべく万全の準備体制のもとで満足いただける大会となりますよ
う努力致して参る所存でございます。
また、今大会開催において宿泊施設にもご協力を頂いております。出場されるチーム
様においては当斡旋施設へのお申込みを頂きますようご協力をお願い致します。
今大会のご成功をお祈り申し上げますとともに、皆さまのご来県を心よりお待ち申し
上げます。
敬具

1．お申込み方法について
(１) お申込み方法
参加者（チーム）は、各々申込責任者の責任のもと別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、
T-LIFEパートナーズ(株) 長崎支店

宛にＦＡＸ又はＥメールにてお申込み下さい。

申込人数が用紙の枠を超える場合は、恐れ入りますがコピーしてご利用願います。

※ 申込締切日 ： ２０２２年１０月２１日（金）必着
（予選会などの状況により申込期限に間に合わない場合はご相談ください）
(２) 宿泊先の決定について
10月24日(月)～29日(土)頃に宿泊決定通知書及び請求書を申込責任者宛に送付いたします。

1 / 4 ページ

２．宿泊のご案内

【募集型企画旅行契約】

(1) 取扱期間

２０２２年１１月４日（金）～１１月６日（日） ２泊
※但し、災害等特別な事由が生じた場合は、別途考慮します。

(2) 宿泊利用予定施設一覧
申込記号

宿泊施設

住所

車での移動時間

部屋タイプ／備考

5分
10分
20分
30分
30分
30分
35分
35分
30分

洋室(シングル）

A

時津ヤスダオーシャンホテル

西彼杵郡時津町浦郷新地542

B

満寿美 時津店（民宿タイプ）

西彼杵郡時津町浜田郷517

C

プレジデント長崎ホテル

長崎市昭和1-6-33

D

ホテルクオーレ長崎駅前

長崎市大黒町7番3号

E

ビジネス観光ホテル いけだ

長崎市五島町6-23

F

ホテルベルビュー長崎

長崎県長崎市江戸町1番20号

G

ホテルマリンワールド

長崎県長崎市籠町9-24

H

矢太楼・矢太楼南館

長崎市風頭町2－1

喜々津ステーションホテル

諫早市多良見町化屋331-1

I

基本和室
洋室(シングル）
洋室(ツイン・シングル）
洋室(シングル）
洋室(シングル）
洋室(ツイン・トリプル）
基本和室
洋室(シングル)

(3) 宿泊料金（大会料金にて設定）
申込記号

食事区分

宿泊料金（大人1人）

A

１泊朝食
１泊朝食
１泊朝食
１泊朝食
１泊朝食
１泊朝食
１泊朝食
１泊朝食
１泊朝食

7,700円
6,600円
8,250円
13,000円

B
C
D
E
F
G
H
I

11,000円
9,000円
9,900円
12,000円

食事区分

宿泊料金（大人1人）

１泊2食

7,900円

1泊素泊まり
1泊素泊まり
1泊素泊まり

12,000円
7,700円
10,000円

１泊2食
1泊素泊まり

11,000円
11,000円

※食事区分の1泊２食は、宿泊当日の夕食と翌朝食が含まれております。
※上記料金は1泊朝食付又は1泊素泊まり又は1泊２食付(諸税･サービス取扱料金込)のお一人様1泊あたりの
宿泊料金となります。
※上記料金には個人的に利用されました飲料等は含まれておりません。
※各宿泊施設の収容人数が満室に達した場合、やむを得ず希望外又は利用宿泊施設外へ配宿を行う場合が
あります。予めご了承ください。（先着順の配宿となり、宿泊料金が上がる場合もございます。）
※駐車場の詳細は別途お問い合わせください（有料の施設もあります）
※添乗員は同行いたしません。
(4) 部屋タイプ・配宿
お申込順、申込人数、通信欄等を考慮し配宿をさせていただきます。ご理解ご協力お願い致します。
宿泊施設は基本、洋室または和室をご利用頂きます。感染症対策などでご希望のお部屋割りが
ある場合はご相談下さい。監督・コーチにつきましては、１～２名１室にてご準備いたします。
(5) 朝食の欠食について
全宿泊施設において朝食の欠食による払い戻しは致しません。但し、素泊まりの設定がある施設は
その限りではありません。止むを得ず夕食を欠食される場合は、ご相談ください。

※観光割引事業が実施される場合には事業内容に基づき割引させて頂きます。
例：九州ブロック割の場合

一人当り旅行代金の半額（最大5,000円引）＋2,000円分クーポン券付与
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３．お弁当のご案内

※弁当の取扱いに関しましては、旅行契約ではございません。

大会期間中の弁当の注文を受付けております。お申込書へ必要個数をご記入の上お申込みください。
(1) 取扱期間
： ２０２２年１１月５日（土）・１１月６日（日） ２日間
(2) 弁当料金
： １食 ６００円（税込） ※お茶はついておりません。
（弁当空の回収も同じ場所を予定しております。）
(3) お渡し場所
： 大会本部席近くの指定場所
(4) お渡し時間
： １０：３０～１３：００ の間にチームごとにお渡しいたします。

4．お支払方法について
(1) 申込責任者様に請求書を送付いたしますので、お取り纏めの上指定口座へお振込み下さい。
その際の振込手数料はご参加者様のご負担となります。予めご了承願います。

※ 振込期限 ： ２０２２年１０月３１日（月）まで
５．申込み後の変更･取り消しについて
(1) 申込後に変更及び取消等が生じた場合には、郵送・ＦＡＸ･Ｅメールにて当社までお早めにご連絡ください。

(宿泊施設との直接交渉はトラブルの原因になりますのでお控えください。)
(2) 宿泊・弁当の取消料については下記のとおりといたします。（弊社営業時間内でのご連絡）
①自己都合による宿泊・弁当の取消料
宿泊（１泊につき／お一人様あたり）
弁 当
取消日
取消日
取消料
取消料
宿泊日の１4日前まで
無 料
前日の
宿泊日の７日前まで
無料
宿泊料金の20％
16時まで
宿泊日の2日前まで
宿泊料金の30％
宿泊日の1日前（前日）まで
宿泊料金の40％
前日の
宿泊日の当日午前１０時まで
100%
宿泊料金の50％
1６時以降
宿泊日の当日午前1０時以降・無連絡
宿泊料金の100％
※初泊のご宿泊開始以降のお取消しについては基本払戻しはございません。
(3) 変更、取消の際に生じた差額は、大会終了後、振込みにて指定の口座へご返金いたします。

６．個人情報の取り扱い
T-LIFEパートナーズ株式会社は、お申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や
輸送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な
範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。また、大会主催者事務局に提供いたします。
それ以外の目的で、ご提供いただく個人情報は利用いたしません。
当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の店頭またはホームページにてご確認ください。
T-LIFEパートナーズ(株) ホームページ （https://partners.t-life.co.jp） ⇒ TOPページ最下部 ⇒

⇒

『旅行業約款・旅行諸条件、プライバシーポリシー』
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７．ご旅行条件の要約

※詳しくは旅行条件書面をご覧ください。

【募集型企画旅行契約】
宿泊はT-LIFEパートナーズ(株)（東京都文京区小石川1-3-11 ライジング後楽園ビル２F 観光庁長官登録旅行業270
号・以下「当社」という）が企画する旅行であり、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を締結することに
なります。また、契約の内容・条件とは各プランごとに記載されている条件のほか、下記条件出発前にお渡しする確定書面及び当
社募集型企画旅行契約の部によります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込
みください。
この書面は、旅行業法第12条の４に定める旅行取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約書面の一部に
なります。
（旅行の申し込み及び契約成立）
所定の申込書に必要事項を記入の上、FAX又はEメールにてお申し込みください。また、指定の期日までに代金をお振込みく
ださい。
旅行代金をご入金いただいた時点での旅行契約成立となります。
（最少催行人数） 1名
（旅行条件・旅行代金の基準）
この旅行条件は令和4年9月1日を基準としています。旅行代金は令和4年9月1日現在有効な運賃・規則を基準としておりま
す。

8．お問合せ・お申込み先
T-LIFEパートナーズ(株) 長崎支店
『第18回 西日本ハイシニアソフトボール大会 事務局』
観光庁長官登録旅行業第270号・日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員
〒850-0035 長崎県長崎市元船町2－7 尾上元船町ビル 2階
ＴＥＬ：０９５－８２３－８０８０ ＦＡＸ：０９５－８２０－２８５５
営業時間：１０：３０～１６：３０ （土・日・祝祭日 店休日）
長崎支店長：松竹 伸明
総合旅行業務取扱管理者：松竹 伸明
担当：畠中 ・ 吉田

E-mail :hatanaka_naoto@t-life.co.jp
携帯（畠中） ０７０－２２７７－３４７６
T-LIFEパートナーズ(株) ホームページ https://partners.t-life.co.jp
旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り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の点があれば、ご遠慮なく上記の取扱
管理者にお尋ねください。
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