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　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。

また、第17回全国加盟クラブ交流卓球大会の開催に際し、皆様方のご健闘とご健勝をお祈りいたします。

　さて、今回の大会にご参加いただきます皆様の、ご宿泊お手伝いを三重交通㈱南勢旅行支店にて受け

賜わることになりました。大会開催にあたりましては、微力ながら精一杯のお手伝いを致す所存でございま

すので、何卒よろしくお願い申し上げます。

 　　　 　三重交通株式会社
 　 　　　南勢旅行支店一同

[１]　申込方法（FAXにてお申込下さい。聞き間違い防止の為、お電話では受付いたしかねます）

    別紙申込用紙に必要事項をご記入のうえ、「［６］お申込・お問合せ」宛にFAXにてお申込下さい。

受付開始日時：平成30年４月１日（日）午前１０：００よりFAXにて　先着順

※ 受付時刻以前に受信した分は、受付開始日の２２：００以降到着分として対応いたします。

[２]　宿泊施設・料金について

・宿泊施設、料金は下表を参照ください。
・宿泊施設により食事条件が異なります。また、食事欠食による払戻しはいたしませんのでご了承下さい。
・お部屋割は宿泊施設が行います。
・設定施設が満室の場合は、その他宿泊施設の斡旋も承ります。
　　お申込み後の手配となりますので、ご希望に沿えない場合がございます。

【宿泊先】　　　★受付人員に限りがあるため、先着順に受付させていただきます。

お一人様宿泊代金

夕・朝食付 朝食付 食事なし 夕・朝食付 朝食付 食事なし 6/8 6/9

シングル ¥11,300 ¥8,800 ¥8,000 ¥11,300 8,800¥ 8,000¥ 35 19

ツイン ¥11,600 ¥9,100 ¥8,300 ¥11,600 9,100¥ 8,300¥ 9 2

ＪＲ・近鉄　伊勢市駅北口より徒歩３分　　　サンアリーナまで車約２０分

シングル ¥11,200 ¥9,200 ¥8,400 ¥11,200 ¥9,200 ¥8,400 32 21

ツイン ¥11,600 ¥9,600 ¥8,800 ¥11,600 ¥9,600 ¥8,800 4 4

ＪＲ・近鉄　伊勢市駅北口より徒歩３分　　　サンアリーナまで車約２０分

シングル ¥15,700 ¥9,700 設定なし ¥16,800 ¥10,800 設定なし 15 10

ツイン ¥15,700 ¥9,700 設定なし ¥16,800 ¥10,800 設定なし 7 7

ＪＲ・近鉄　伊勢市駅北口より徒歩２分　　　サンアリーナまで車約２０分

シングル 設定なし ¥7,500 ¥6,700 設定なし ¥8,900 ¥8,100 20 15

ツイン 設定なし ¥7,500 ¥6,700 設定なし ¥8,900 ¥8,100 10 7

ＪＲ・近鉄　伊勢市駅南口より徒歩２分　　　サンアリーナまで車約２０分 駐車場有料

シングル 設定なし ¥8,400 ¥7,700 設定なし ¥8,400 ¥7,700 10 8

ツイン 設定なし ¥7,400 ¥6,700 設定なし ¥8,400 ¥7,700 5 4

ＪＲ・近鉄　鳥羽駅より徒歩１０分　　　　　　　サンアリーナまで車約１０分

Ｃ 伊勢パールピアホテル

Ｄ 三交イン伊勢市駅前

Ｅ ロードイン鳥羽

（税込）

伊勢シティホテルＡ

伊勢シティホテル
アネックス

Ｂ

第17回全国加盟クラブ交流卓球大会のご宿泊手配について

敬具

【ご宿泊申込要項】

洋室 前泊　　６月８日（金） 後泊　　６月９日（土） 設定室数



No.2

お一人様宿泊代金

夕・朝食付 朝食付 食事なし 夕・朝食付 朝食付 食事なし 6/8 6/9

Ｆ 2～3名1室 ¥7,800 ¥5,800 ¥4,800 ¥7,800 ¥5,800 ¥4,800 9 9

ＪＲ　二見浦駅前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンアリーナまで車約５分 　　お風呂・トイレの無い部屋もございます

Ｇ 2～6名1室 ¥10,500 設定なし 設定なし ¥11,500 設定なし 設定なし 15 15

ＪＲ　二見浦駅より徒歩７分　　　　　　　　　　　　　サンアリーナまで車約８分　　お風呂・トイレの無い部屋もございます

4～5名1室 ¥8,500 ¥6,500 ¥5,000 ¥11,000 ¥9,000 ¥7,500

3名1室 ¥9,000 ¥7,000 ¥5,500 ¥11,500 ¥9,500 ¥8,000

2名1室 ¥9,500 ¥7,500 ¥6,000 ¥12,000 ¥10,000 ¥8,500

ＪＲ　二見浦駅より車５分（送迎あり、10～14時は除く）　サンアリーナまで車約８分  　お風呂・トイレの無いお部屋です

Ｉ 2～4名1室 ¥8,800 設定なし 設定なし ¥9,800 設定なし 設定なし 10 10

ＪＲ・近鉄　鳥羽駅より車５分（送迎バスあり）　　　サンアリーナまで車約１５分

4～5名1室 ¥15,800 ¥12,700 ¥11,100 ¥20,800 ¥16,700 ¥14,600

3名1室 ¥18,000 ¥14,400 ¥12,600 ¥23,000 ¥18,400 ¥16,100

2名1室 ¥20,000 ¥16,000 ¥14,000 ¥25,000 ¥20,000 ¥17,500

ＪＲ・近鉄　鳥羽駅より車１０分（送迎バスあり）　　　サンアリーナまで車約２０分

＊宿泊料金は税込になっております。
＊上記料金には、駐車代や、個人的に使用された費用は含みません。

[３]　申込み締切日

平成３０年４月２０日(木）

[４]　申込み後の変更・取消しについて

お申し込み後の変更・取消は「［６］お申込・お問合せ」迄FAXにてご連絡下さい。
宿泊の取消料については下記条項を適用いたします。
人数減に伴う返金は返金額から振込手数料を差引いた金額を大会終了後、指定口座に振込いたします。

取消料
10% 宿泊前日の取消
30% 宿泊当日の取消 及び 無連絡

[５]　「ご宿泊確認書」の送付及び請求・お支払方法

お申込ＦＡＸ受領後、ＦＡＸ又は電話にて連絡をいたします。ご希望の連絡方法をご記入下さい。
その後、「宿泊確認書」・「請求書」を郵送いたします。
※お申し込み後、３営業日以内に連絡が無い場合はお電話にてお問合せ下さい。
お申込者以外の請求書宛名をご希望の方は、ご要望欄にご記入下さい。
また、お支払につきましては、「請求書」を確認後、お振込み下さい（振込手数料はご負担下さい）
★領収書を希望される方は、ご要望欄に宛名をご記入下さい。
　 振込後、人数変更・取消の場合は、精算後指定口座に振込をいたします。

[６]　お申込・お問合せ先

三重交通株式会社　南勢旅行支店
〒516-0016　三重県伊勢市神田久志本町1509-4 営業時間　９：３０～１８：００
TEL：０５９６－２４－３１０１　FAX：０５９６－２４－３１５７ 土・日・祝日休業 担当者：大田、小西

[７]　振込先

後日郵送の「請求書」にてご確認下さい。

[８]　領収書

領収書の発行を希望される場合は、宿泊申込書のご要望欄に宛名・内容をご記入のうえご送信下さい。
ご入金確認後、郵送いたします。

Ｈ

湯快リゾート
鳥羽彩朝楽

鳥羽シーサイド
ホテル（望館）

Ｊ

潮香苑（ちょうこうえん）

和室

宿泊日から起算して７日前より２日前までの取消 100%

10 10

10 6

ホテル清海
せいかい

取　　　消　　　日 取　　消　　日 取消料
宿泊日から起算して１０日前より８日前までの取消 50%

前泊　　６月８日（金） 後泊　　６月９日（土） 設定室数

（税込）

民宿ヤマト



ＦＡＸ送信先　　０５９６－２４－３１５７　　三重交通（株）南勢旅行支店　宛 締切日

お申込日 月 日
第３希望までご記入下さい

第１希望
宿泊日 部屋タイプ 室数 備考

前泊 シングル
6月8日 ツイン
（金） 和室

後泊 シングル
6月9日 ツイン
（土） 和室

第２希望
宿泊日 部屋タイプ 室数 備考

前泊 シングル
6月8日 ツイン
（金） 和室

後泊 シングル
6月9日 ツイン
（土） 和室

第３希望
宿泊日 部屋タイプ 室数 備考

前泊 シングル
6月8日 ツイン
（金） 和室

後泊 シングル
6月9日 ツイン
（土） 和室

〒

ＴＥＬ ＦＡＸ

携帯電話

宿泊者氏名（ふりがな） 部屋タイプ 同室者
シングル
ツイン
和室

シングル
ツイン
和室

シングル
ツイン
和室

シングル
ツイン
和室

シングル
ツイン
和室

1

2

3

男　・　女 1・3・4・5

男　・　女 1・2・4・5

男　・　女 1・2・3・5

男　・　女 1・2・3・4

宿舎までの交通手段

朝食付
食事なし

↑ご希望の連絡先に○印（ＴＥＬ・ＦＡＸ・携帯電話）

男　・　女 2・3・4・5
乗用車　　　台・公共交通機関 　　　：　　　　頃

ご要望・ご質問、追加同行者等

4

5

第17回全国加盟クラブ交流卓球大会　　　宿泊申込書

４月２０日（金）

チェックイン予定時刻

連絡先

送付先

お申込者代表者氏名（ふりがな）

夕・朝食付

食事条件

↓ホテル記号（Ａ～Ｊ）　 ホテル名 食事条件

夕・朝食付
朝食付
食事なし

夕・朝食付
朝食付
食事なし

↓ホテル記号（Ａ～Ｊ）　 ホテル名

ホテル名 食事条件

食事なし

夕・朝食付

夕・朝食付
朝食付

４月１日（日）１０：００受付開始
下記欄に○印・ご記入下さい（１泊の方はどちらかの日のみご記入下さい）

食事なし

夕・朝食付
朝食付

朝食付
食事なし

↓ホテル記号（Ａ～Ｊ）　


