
第４１回全国高等学校空手道選抜大会 
【宿泊・弁当・交通 取扱要項】 

 拝啓 皆様方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。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
この度は記念すべき「第４１回全国高等学校空手道選抜大会」が宮城県で開催されることを心よりお慶び申し上げます。 

さて全国各地からご参加の皆様の「宿泊・弁当・交通」につきまして、大会事務局様からご指定いただいた「名鉄観光サービス㈱ 
仙台支店」にてお手伝いさせていただくことになりました。何卒よろしくお願い申し上げます。 

つきまして以下のご案内を確認のうえ、お早めに申し込みいただきますようお願い申し上げます。 
皆様にご満足いただき、本大会が盛大かつ有意義なものとなりますよう精一杯努めさせていただく所存でございます。皆様のご来

県を心よりお待ちしております。 
敬具 

名鉄観光サービス㈱仙台支店 
1．宿泊について（名鉄観光サービス㈱仙台支店との募集型企画旅⾏契約となります） 
（１）宿泊設定⽇︓令和４年３⽉２２⽇（⽕）〜２６⽇（⼟）前後泊含め5泊分 

 （２）宿泊施設  ︓設定ホテルは別紙①をご参照ください。  
（３）宿泊条件  ︓旅⾏代⾦（宿泊代⾦）はお一⼈様、一泊あたりのサービス料・税⾦込の⾦額です。 

食事条件は１泊朝食付または１泊夕・朝食付になります。 
添乗員は同⾏いたしません。最少催⾏⼈員は１名です。 

（４）申込方法  ︓専⽤サイトにて第１希望から第３希望までご⼊⼒ください。いずれのご希望にも添えない場合は 
別途ご連絡のうえ、他のホテルをご案内させていただきます。 

（５）注意事項  ︓宿泊施設によりましては、朝食が「軽食⼜はお弁当でのご⽤意」になる場合がございますので、 
予めご了承ください。 
また貸切バス、⾃家⽤⾞をご利⽤の場合、宿泊施設によりましては駐⾞場代が有料となる場合が 
ございますので、こちらにつきましても予めご了承願います。 

 
2．昼食弁当について（旅⾏契約には該当しません。付帯サービスとして承ります） 
 （１）弁当設定⽇︓令和４年３⽉２３⽇（⽔）〜２６⽇（⼟）４⽇間 
 （２）弁当代⾦  ︓１個９5０円（税込・お茶付） 
（３）申込方法  ︓専⽤サイトにてご希望の個数をご⼊⼒ください。 
              当⽇のお申込みは受付しておりませんので、必ず事前にお申込みください。 
（４）受渡方法  ︓お弁当は大会会場内の「弁当引渡所」にて１１︓００〜１３︓００に間にお渡しいたします。 

                   お引き取りの際は「予約内容確認書」をご提示ください。 
                   また、空き箱は１５︓００までに「弁当引渡所」にお返しください。 
 
3．交通について(旅⾏契約には該当しません。付帯サービスとして承ります) 
   大会会場への公共交通機関が少ないため、シャトルバス及び定額タクシーのご案内をさせていただきます。 

下記交通プランは全て事前申込制になりますので、専⽤サイトからお申込みください。 
 

 シャトルバスプラン（完全予約制） 片道１,３００円(大人・小人共通) 
 （１）運⾏設定⽇︓令和４年３⽉２３⽇（⽔）〜２６⽇（⼟）４⽇間 
 （２）運⾏時間  ︓仙台駅近郊及び宿泊施設周辺⇒大会会場 ７︓００／７︓３０／８︓０0 
                大会会場⇒仙台駅周辺           １５︓００／１７︓００／１９︓００／※１９︓３０ 
                ※１９︓３０は３⽉２５⽇（⾦）のみ運⾏いたします。 

試合の状況により最終便は運⾏時間を変更する場合もございます。 
                ※最終⽇（３⽉２６⽇）のみ大会会場⇒仙台駅経由仙台空港⾏きを運⾏いたします。 
                ３⽉２６⽇（⼟）運⾏時間（大会会場⇒仙台駅経由仙台空港⾏き） 

 １３︓３０／１５︓００／１７︓００（１７︓００以降は運⾏いたしません。ご了承ください。） 
 定額タクシープラン（完全予約制） 

   仙台市中心部ホテル→大会会場  小型タクシー(４名乗⾞)１台 片道６,０００円 
   多賀城市内ホテル→大会会場    小型タクシー(４名乗⾞)１台 片道５,０００円 
   ※その他の区間や⾞種についてはお問合せください。お迎え場所や時間はご希望に応じます。 



専⽤サイト  http://www.mwt-mice.com/events/hs-karate41  

４．お申込み方法について 
（1）宿泊・弁当・交通のお申込みについては、WEBの専⽤サイトのみの受付とさせていただきます。 

下記のアドレスよりアクセスしていただき、必要事項をご⼊⼒のうえお申込みください。 
お電話またはFAXでのお申込みは受け付けておりませんので、予めご了承ください。 
 

 
（2）お申込受付期間 令和４年１⽉１１⽇（⽕）１２︓００〜 ２⽉１０⽇（木）１７︓００ 
（3）受付終了後、令和４年２⽉２１⽇（⽉）に宿泊施設を回答させていただきます。専⽤サイトに再度アクセスいただき、 
    「お申込み内容(PDF)」タブをクリックしてください。表示される「予約内容確認書」にホテル名が記載されております。 
    ダウンロード・印刷し、当⽇お持ちください。 
（4）ご精算につきましては、予約内容確認書に記載の⼝座に、令和４年３⽉１１⽇(⾦)までにお振込みください。 
    振込手数料につきましては、お客様負担にてお願いいたします。 
(5) お申込み後に変更や取消が⽣じた場合は、申込締切前までは専⽤サイトでご変更ください。締切後については、名鉄観光 
   仙台支店までメールかFAXでご連絡ください。聞き間違い等のトラブル防⽌の観点から電話での変更や取消は受付いたしま 

せん。 
 
５．取消料について 

お申込み後の取消につきましては以下の取消料を申し受けます。なお契約解除の⽇とは、弊社営業⽇・営業時間内にお
申し出いただいた時を基準といたします。営業時間外に到着したご連絡は、翌営業⽇に到着したものとして取り扱いさせて 
いただきます。 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
＊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ご質問ください。 

 ＊上記の旅行条件は令和 3 年 10 月 1 日現在の料金を基準としております。  
 ＊詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認のうえお申込みください。 
 ＊個人情報の取扱いについて 
  当社は今回のお申込みの際に提出された個人情報につきまして、お客様との連絡に利用させていただくほか、お申込みいただいた 
  宿泊、運送機関等の提供するサービス受領のための手続きに必要な範囲内でのみ利用させていただきます。それ以外の目的で利用 
  することはございません。個人情報の管理には、当社個人情報保護方針に基づき、適切な体制で臨んでおります。 
 
 

 

【宿泊の取消料】  

取消⽇ 
（お一⼈様） 

宿泊⽇の 
８⽇前まで

の取消 

宿泊⽇の７⽇前から 
前々⽇までの取消 宿泊⽇前⽇の取消 宿泊⽇当⽇の

12︓00 までの取消 
旅⾏当⽇ 12︓00 以降または 

無連絡の不泊 

取消料 無料 代⾦の３０％ 代⾦の４０％ 代⾦の５０％ 代⾦の１００％ 

【弁当の取消料】 
取消⽇ 

（お一⼈様） 利⽤⽇前々⽇の取消 利⽤⽇前⽇からの取消 

取消料 無 料 代⾦の１００％ 

【交通(シャトルバス・定額タクシー)】 

取消⽇ 
（お一⼈様） 宿泊⽇の２⽇前までの取消 利⽤⽇前⽇まで 利⽤⽇当⽇ 運⾏開始後・無連絡 

取消料 無料 代⾦の５０％ 代⾦の１００％ 代⾦の１００％ 

＜東北 2021－20287＞ 

旅行企画・実施 及び お申込み・お問い合わせ先 

名鉄観光サービス㈱仙台支店 観光庁登録旅行業第 55 号 

第 41 回全国高等学校空手道選抜大会予約センター 担当：石垣・渡邉・熊坂 
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 4-10-3 仙台キャピタルタワー６F            

TEL：022-227-3611  FAX：022-261-4623 
E-mail：hs-karate@mwt.co.jp 

営業時間：平日 9:30～17:00 土・日・祝は休業 
総合旅行業務取扱管理者：福田 晃也  

http://www.mwt-mice.com/events/hs-karate41
mailto:hs-karate@mwt.co.jp


別紙① 

※新型コロナウイルス感染防止の観点から、朝食についてはモーニング BOX（弁当タイプ）でのお部屋食対応となる 
場合もございますのでご了承ください。 

宿泊施設グループ 部屋タイプ 
食事条件 

１泊朝食付 １泊２食付 

ホ テ ル タ イ プ A 

コンフォートホテル仙台東⼝ 
R&B ホテル仙台東⼝ 
ホテルパールシティ仙台 

ホテルベルエア仙台 

・洋室       
（１〜２名定員） 

9,500 円(税・サ込) 10,500 円(税・サ込) 

・⽴地︓仙台駅周辺 
・部屋割りは男⼥別の定員ベースとなります。引率者は別室となります。 
【朝食のみ対応ホテル】※軽朝食となります。 
コンフォートホテル仙台東⼝・R&B ホテル仙台東⼝ 

ホ テ ル タ イ プ B 
第一インパーク 

アパヴィラホテル仙台駅五橋 
ホテルルートイン仙台東 
ホテルルートイン仙台泉 

ホテルルートイン⻑町インター 
ホテルルートイン仙台大和インター 

ホテルルートイン仙台港北 
ホテルルートイン多賀城 

ホテルキャッスルプラザ多賀城 

・洋室       
（１〜２名定員） 

10,000 円(税・サ込) 11,000 円(税・サ込) 

・⽴地︓仙台駅周辺・仙台市郊外・多賀城市 
・部屋割りは男⼥別の定員ベースとなります。引率者は別室となります。 
【朝食のみ対応ホテル】※アバヴィラホテル仙台駅五橋はお弁当食となります。 
第一インパーク・アバヴィラホテル仙台駅五橋 

ホ テ ル タ イ プ C 

ダイワロイネットホテル仙台 
ホテルクラウンヒルズ仙台⻘葉通り 

ホテルプラミアムグリーンヒルズ 
ホテルグリーンマーク 

ホテルグリーンパシフィック 
ホテルグリーンウィズ 

ホテルプレミアムグリーンプラス 
ホテルグリーンセレク 
ホテルグリーンアーバ 

・洋室        
（１〜２名定員） 

11,000 円(税・サ込) 12,000 円(税・サ込) 

・⽴地︓仙台駅周辺 
・部屋割りは男⼥別の定員ベースとなります。引率者は別室となります。 
【朝食のみ対応ホテル】 
ダイワロイネットホテル仙台・ホテルクラウンヒルズ仙台⻘葉通り 

  

 ホ テ ル タ イ プ D  

仙台ワシントンホテル 
仙台ヒルズホテル 

ホテルメルパルク仙台 
仙台サンプラザホテル 
ホテル JAL シティ仙台 

ANA ホリデイ・イン・仙台 
ホテルグランバッハ仙台セレクト 

・洋室        
（１〜２名定員） 

12,000 円(税・サ込) 13,000 円(税・サ込) 

・⽴地︓仙台駅周辺・仙台市郊外 
・部屋割りは男⼥別の定員ベースとなります。引率者は別室となります。  
【朝食のみ対応ホテル】 
仙台ワシントンホテル 

ホ テ ル タ イ プ E 

三井ガーデンホテル仙台 

ホテルモンテエルマーナ仙台 

ホテルグランテラス仙台国分町 

・洋室        
（１〜２名定員） 

13,000 円(税・サ込) 14,000 円(税・サ込) 

・⽴地︓仙台駅周辺 
・部屋割りは男⼥別の定員ベースとなります。引率者は別室となります。 
【朝食のみ対応ホテル】 
三井ガーデンホテル仙台・ホテルグランテラス仙台国分町 


