
この度は『令和2年度 第16回全国高等学校なぎなた選抜大会』にご出場おめでとうございます。 
大会の開催にあたり、参加される皆様のご便宜を図るため 
宿泊プランおよびお弁当・送迎バスのお取り扱いをさせていただきます。 
以下のご案内をご覧になり、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 

『令和2年度 第16回全国高等学校なぎなた選抜大会』 

宿泊プラン・お弁当・送迎バスのご案内 

宿泊プランのご案内（１） 
各お部屋タイプ、1泊あたり/お1人様あたりの料金です。（消費税、宿泊税、サービス料込） 
お食事の条件は施設によって異なりますので下記にてご確認ください。 

【ご旅行代金】 

※お部屋タイプは監督・引率の方及び選手の方すべてシングルルーム（1名1室）利用です。 

【宿泊設定日】 2021年 3月20日(土) 
※ご希望に応じて3月19日(金)＜前泊＞・3月21日(日)＜後泊＞の宿泊も申し受けます。 

宿泊プラン 設定ホテル一覧 （すべてシングルルーム（１名１室）利用） 

食事条件

2021/3/19(金)

＜前泊＞
2021/3/20(土)

2021/3/21(日)

＜後泊＞

15,000円 15,000円 15,000円

2021/3/19(金)

＜前泊＞
2021/3/20(土)

2021/3/21(日)

＜後泊＞

9,000円 9,000円 9,000円

2021/3/19(金)

＜前泊＞
2021/3/20(土)

2021/3/21(日)

＜後泊＞

8,500円 8,500円 8,500円

2021/3/19(金)

＜前泊＞
2021/3/20(土)

2021/3/21(日)

＜後泊＞

8,500円 8,500円 8,500円

池田市空港1-9-6

伊丹空港から徒歩7分と近く便利。

ご宿泊のお客様は無料の大浴場あり。館内はまだまだ新しく綺麗。

ビジネスホテルつじ井

TEL:（06）6841-2612

豊中市蛍池東町1-2-9

阪急蛍池駅前　徒歩２分。外観は古いが部屋は改装して綺麗に。

館内に浴場あり。

(注)お部屋によってはお風呂なしの場合がございます。

選択はできませんので予めご了承ください。

ホテルA.P（大阪空港前）

TEL：（06）6843-2561

豊中市蛍池西町2-12-27

伊丹空港より　徒歩１０分。伊丹空港から近く便利。駐車場が広い。

部屋は広くないが、令和元年に改装し綺麗に。

東横イン大阪伊丹空港

TEL:（06）6842-1045

豊中市蛍池西町2-13-16

伊丹空港より徒歩１０分。2011年に出来たチェーン店のホテル。

ただ部屋は少し狭いが、まだまだ綺麗。

【A】（伊丹空港地区）会場まで貸切バスにて約20分

グリーンリッチホテル大阪空港前

TEL:（06）6842-1100

シングルルーム（バス・トイレ付）

シングルルーム（バス・トイレ付）

ホテル情報 お部屋タイプ・ご旅行代金

１泊

夕朝食

１泊

夕朝食

１泊

朝食

１泊

朝食

シングルルーム（バス・トイレ付またはバス無・トイレ付）

シングルルーム（バス・トイレ付）

募集型企画旅行契約 



宿泊プランのご案内（２） 

宿泊プラン 設定ホテル一覧 （お1人様あたりのご旅行代金はどのお部屋タイプでも同額です） 

食事条件

2021/3/19(金)

＜前泊＞
2021/3/20(土)

2021/3/21(日)

＜後泊＞

※1泊朝食

10,000円 10,000円 9,000円

2021/3/19(金)

＜前泊＞
2021/3/20(土)

2021/3/21(日)

＜後泊＞

11,000円 11,000円 11,000円

2021/3/19(金)

＜前泊＞
2021/3/20(土)

2021/3/21(日)

＜後泊＞

11,000円 11,000円 11,000円

2021/3/19(金)

＜前泊＞
2021/3/20(土)

2021/3/21(日)

＜後泊＞

15,000円 15,000円 15,000円

食事条件

2021/3/19(金)

＜前泊＞
2021/3/20(土)

2021/3/21(日)

＜後泊＞

12,000円 12,000円 12,000円

尼崎市潮江1-4-1

ＪＲ尼崎駅隣接。ＪＲ尼崎駅と連絡通路で直結しており、

建物内にもコンビニがあり。新しく綺麗。

兵庫県尼崎市東難波町5丁目16-26

阪神尼崎駅より徒歩5分。国道沿いにありながら、静かで安心してお泊り頂け

る。

尼崎プラザホテル(阪神尼崎)

TEL:（06）6430-1100

尼崎市神田北通1-3-27

阪神尼崎駅より徒歩4分。2019年新築移転グランドオープン。

阪神尼崎駅前。出来たばかりでとても綺麗。大浴場完備　全室禁煙

ホテルファーストステイ尼崎

TEL:（06）6401-3300

TEL:（06）6411-5000

尼崎市昭和南通4-30

阪神尼崎駅より徒歩３分。阪神尼崎駅に近くの繁華街の中にあり、

少し賑やかな場所にある。飲食店、コンビニ等多数あり。

１泊

夕朝食

１泊

夕朝食
※3/21は

1泊朝食

ホテル情報

【B】（尼崎地区）会場まで貸切バスにて約25分

【C】（新大阪・江坂地区）会場まで貸切バスにて 朝：約30分 夕：約45分

ホテル情報 お部屋タイプ・ご旅行代金

尼崎セントラルホテル

大阪ガーデンパレス

TEL:（06）6396-6211

大阪市淀川区西宮原1-3-3

ＪＲ新大阪駅より徒歩１０分。新大阪駅から無料送迎バス運行。

静かで落ち着いた環境。近くにコンビニ、公園あり。

シングルルーム（バス・トイレ付）

１泊

夕朝食

１泊

夕朝食

１泊

夕朝食

シングルルーム（バス・トイレ付）

シングルルーム（バス・トイレ付）

シングルルーム（バス・トイレ付）

シングルルーム（バス・トイレ付）

お部屋タイプ・ご旅行代金

ホテルヴィスキオ尼崎（旧ホップインアミング）

TEL:（06）6491-0002



宿泊プランのご案内（３） 

宿泊プラン 設定ホテル 参考駐車場情報（現地にて現金払い） 

※日本旅行では駐車場のお手配は承っておりません。お問い合わせは各施設までご連絡をお願い致します。 

事前予約

事前予約

事前予約

【A】（伊丹空港地区）

ホテル情報 料金・備考

グリーンリッチホテル大阪空港前

不要

1泊　1,300円

TEL:（06）6842-1100
平面駐車場　３０台（先着順）

※満車の場合はお近くの有料駐車場をご案内。（８００円～１０００円程度／泊）

ビジネスホテルつじ井

必要
TEL:（06）6841-2612

1泊　1,000円

敷地内駐車場は先着・予約制。チェックアウト後も駐車をご希望の場合、

12時までの駐車で500円、15時までの駐車で1,000円でご利用可能。

ホテルA.P（大阪空港前）

不要
TEL：（06）6843-2561

普通車無料

最大で５０台収容の駐車場を完備。先着順にて利用可能。

東横イン大阪伊丹空港

不要

1泊　500円

TEL:（06）6842-1045

【B】（尼崎地区）

120台収容 先着順

立体自走式：117台 長さ5m 幅1.85m 高さ2.1m 重さ2.0tまで

※ただし高さ2.1ｍ以上3.0mまでのお車は完全予約制・1泊1,000円

ホテル情報 料金・備考

尼崎セントラルホテル
必要

1泊　500円

TEL:（06）6411-5000
予約制・先着順11台。

※ホテル駐車場が満車の場合、近隣駐車場を案内。

TEL:（06）6396-6211 地下40台(高さ制限2.2m)、地上6台（先着順）

尼崎プラザホテル(阪神尼崎)
必要

1泊　1,000円

TEL:（06）6430-1100

ホテルファーストステイ尼崎
不要

1泊　1,000円

TEL:（06）6401-3300

予約制・先着順10台。利用時間は15時からチェックアウト日の朝11時迄

先着順。15：00～翌11：00まで

ホテル情報 料金・備考

大阪ガーデンパレス
不要

１泊　普通車1,000円

ホテルヴィスキオ尼崎（旧ホップインアミング）
不要

22：30～翌8：30の計10時間のみ最大550円

TEL:（06）6491-0002

【C】（新大阪・江坂地区）

アミング潮江プラスト（ホテルB1 直結)。満車時はウエスト駐車場（徒歩5分）を

ご利用ください。ホテルフロントカウンターにての精算が必要。



オプショナルプラン（送迎バス・お弁当）のご案内 
ご宿泊ホテル・大会会場間の送迎バス、並びに大会当日のお弁当のお申込みを承ります。 
以下のご案内をご覧になり、お申込みくださいますようお願い申し上げます。送迎バスの取消料は別紙「ご旅行条件の要約」をご確認下さい。 

送迎バス 
大会会場（伊丹市立伊丹スポーツセンター体育館）と各施設/駅/空港間の送迎 
バス会社：ヤサカ観光バス株式会社 

【設定日】 2021年 3月20日(土)・3月21日(日) 
※利用日によって送迎区間が異なります。下記にてご確認ください。 

【料金】お1人様１乗車1区間あたり 1,500円  

※送迎予定時刻は当日の状況により変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 

お弁当 大会当日の昼食お弁当（お弁当のみのお申込みも承ります） 

【設定日】 2021年 3月20日(土)・3月21日(日) ご昼食 
地元の食材を利用した幕の内弁当です。 

【料金】幕の内弁当1個（お茶付） 800円  

オプショナルプラン 企画・実施 株式会社日本旅行 大阪法人営業支店 

オプショナルプランのご旅行条件は、ご旅行本体の条件に準じます。オプショナルプランのみのお申込みも承ります。 

日付 送迎区間 出発予定時刻

3/20(土) 会場　⇒　ホテル 17:30頃

ホテル　⇒　会場 7:20～7:30頃

会場　⇒　JR新大阪駅 閉会式終了後、20～30分後予定

会場　⇒　大阪（伊丹）空港 閉会式終了後、20～30分後予定

3/21(日)

契約の解除期日 取消料 

旅行開始日の前日から起算して 
さかのぼって 

21日目にあたる日以前の解除 無料 

11日前～20日前の解除 無料 

8日前～10日前の解除 無料 

2日前～7日前の解除 無料 

旅行開始日前日の解除 100％ 

旅行開始日当日の解除 100％ 

旅行開始後の解除 
または無連絡不参加 

100％ 

募集型企画旅行契約 

旅行契約には該当しません 



① ② ③ 日       程 

1 1 1 
自宅又は各地 ・・・・・ （交通費はお客様負担） ・・・・・ 各宿泊ホテル 

〔各宿泊ホテル 泊〕 

― 2 

2

～
3 

フリータイム 
〔各宿泊ホテル 泊〕 

2 3 4 各宿泊ホテル ・・・・・ （交通費はお客様負担） ・・・・・ 自宅又は各地 

★宿泊プランの日程表 

■交通機関：各自でご集合ください。  ■食事条件：プランにより異なります。   ■最少催行人員：１名様 
■添乗員： この旅行は、添乗員が同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要な確認書類をお渡しいたしますので、旅行サービスの 

提供を受ける手続きはお客様自身で行なっていただきます。 

設定日は『宿泊プランのご案内』をご参照ください。 

※①:1泊、②:2連泊、③:3連泊 

■お申込み方法 

お申込みは、別紙の『令和2年度第16回全国高等学校なぎ

なた選抜大会 宿泊・送迎バス・昼食 申込書』に必要事項を

ご記入のうえ、FAX(06-6204-1763)又はメール

(itami_naginata@nta.co.jp)にてお申し込みください。 

お客様との旅行契約は、お客様からの申込書の提出を受けて

当社が旅行契約の締結を承諾し、ご請求金額の全額を受理

した時に成立いたします。 

 

■宿泊ホテルの回答・お支払方法 

2021年2月下旬に、当社より郵送する【宿泊決定通知書】にて

宿泊ホテルの回答を差し上げます。 
※特定のホテルにお申込みが集中した場合は、抽選および調整させて

いただくことがございますので、あらかじめご了承ください。 

回答の際に、【旅行代金請求書】を同封いたしますので、銀行振

り込みにて指定の期日までにお支払ください。 

■特別な配慮を必要とする方のお申込みについて 

お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない

特別な配慮、措置が必要になる場合があります。特別な配

慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただ

きますので係員に必ずお申し出ください。 

お申込みにあたって 

■お申込み・お問合せ先 

株式会社日本旅行  大阪法人営業支店  
「令和2年度 第16回全国高等学校なぎなた選抜大会」係 
担当：高田 哲治 ・ 辻井 有莉香 ・ 田代 佳世 
TEL:06-6204-1812   FAX06-6204-1763 
E-mail：itami_naginata@nta.co.jp 
【営業日・営業時間】月曜～金曜  9:30～17:30 ※土曜・日曜・祝日は休業 

■お申込み締切日 

2021年 1月29日(金)必着 

※日程表は2020年12月1日現在の資料に基づいています。 



総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う支店での取引の
責任者です。この旅行の契約に際し担当者からの説明に不明点があ
りましたらご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問くだ
さい。 

●申込方法と契約の成立：①当社所定の『令和２年度第16回全国
高等学校なぎなた選抜大会 宿泊・送迎バス・昼食 申込書』に必要事項
をご記入のうえ、FAX(06-6204-1763)又はメール
(itami_naginata@nta.co.jp)にてお申し込みください。②お客様との
旅行契約は、お客様からの申込書の提出を受けて当社が旅行契約の締
結を承諾し、ご請求金額の全額を受理した時に成立いたします。 

●特別補償：お客様が募集型企画旅行参加中に生命・身体又は手荷
物に被られた一定の損害について当社の故意・過失の有無にかかわらず
特別補償規定に定めるところにより補償金又は見舞金をお支払いします。 

●個人情報の取扱い：①当社は旅行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運送・宿泊機関等の手配およびそれら
のサービス受領のために必要な範囲で利用させていただきます。②この他
当社の個人情報の取扱いに関する方針等についてはホームページ
(http://www.nta.co.jp/security)でご確認ください。 

①宿泊をお申し込みの場合 

旅行契約の解除期日 取消料 

旅行開始日の前日から起算して 
さかのぼって 

9日前にあたる日以前の解除 無料 

3日前～8日前の解除 20% 

前々日の解除 30% 

旅行開始日前日解除 50% 

旅行開始日当日の解除 100% 

旅行開始後の解除 
または無連絡不参加 

100% 

ご旅行条件の要約 
この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面および同法第12条の5の定めるところの 
契約書面の一部となります。 

旅行企画・実施 

この旅行は、株式会社日本旅行大阪法人営業支店(以下、当社といい
ます)が企画・募集し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(以下、旅行契約)を締結することになります。
当社のご旅行条件を事前にご確認のうえお申込みください。下記要約に
記載されている条件のほかは、当社旅行業約款(募集型企画旅行の部)
によります。 

●免責事項：お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は当社
は賠償の責を負いません。 
①天災地変・気象条件・暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更
もしくは旅行の中止。②運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらの
ために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。③官公署の命令、又
は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の
遅延・不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地変
更・滞在時間の短縮。 

●旅行代金に含まれるもの・含まれないもの：宿泊プランの旅行日程に
明示されたサービス条件の宿泊代および食事代、消費税等の諸税が含ま
れます。宿泊プランの旅行日程に明示のないルームサービス・冷蔵庫・電
話などの個人的性質の諸費用、旅行日程に記載のない交通費等の諸費
は含まれません。 

●取消料：お客様はいつでも以下に定める取消料(お1人様につき)を 
お支払いいただくことで旅行契約の解除をすることができます。 

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準：この旅行条件は2020年12月1日
を基準としております。当パンフレットに記載されている旅行日程および旅
行代金は、2020年12月1日現在の資料を基準として作成されています。 
 

旅行保険について 
当社は安心してご旅行していただくため、旅行保険に加入されることをお
勧めしています。 

詳しい旅行条件書をご用意しています。旅行条件書(国内募集型企画
旅行条件書)全文は以下のURLからご参照ください。 
http://www.nta.co.jp/syuku/nihon/ryokojoken_shusai.htm 

特別な配慮を必要とする方のお申込みについて 
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配
慮、措置が必要になる場合があります。特別な配慮・措置が必要となる
可能性がある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出く
ださい。 

観光庁長官登録旅行業第2号／（一社）日本旅行業協会正会員 

大阪法人営業支店 

TEL：０６-６２０４-１８１２ 
FAX：０６-６２０４-１７６３ 
E-mail：itami_naginata@nta.co.jp 

〒541-0051 
大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 
山口玄ビル６階 

【営業日・営業時間】月～金 9:30～17:30 土・日・祝休業 
総合旅行業務取扱管理者：浅野 太一 

担当者：高田 哲治・辻井 有莉香・田代 佳世 

西日本20－114 

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。 

※令和2年度 第16回全国高等学校なぎなた選抜大会に限り、 
  この取消料率を適用いたします。 

②送迎バスをお申し込みの場合 

旅行契約の解除期日 取消料 

旅行開始日の前日から起算して 
さかのぼって 

21日目にあたる日以前の解除 無料 

11日前～20日前の解除 無料 

8日前～10日前の解除 20% 

2日前～7日前の解除 30% 

旅行開始日前日の解除 40% 

旅行開始日当日の解除 50% 

旅行開始後の解除 
または無連絡不参加 

100% 

※なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨
をお申し出いただいた日とします。 

※お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される
場合、旅行費用全額に対して取消料が適用されます。 



お申込みから大会当日の流れ 

お申込みにあたって 

「宿泊・送迎バス・昼食 申込書(1/2)宿泊者名簿(2/2)」にご記入の上、 
・FAX(06-6204-1763) 
・メール(itami_naginata@nta.co.jp)添付 

のいずれかにてお申込みください。 

※必ずどちらか一方でのお申込みをお願いいたします。両方で申し込まれますと、受付番号の
重複となる場合がございますのでご協力をお願いいたします。 

※宿泊の申込書は2枚セットです。(2/2)の宿泊者名簿も必ずお送りください。 

お申込みを受け付けましたら、 
２営業日以内に弊社より受付番号の返信をいたします。 

※お問い合わせの際に必要となりますので、番号をお控えください。 

２月下旬頃に宿泊施設確定後、宿泊決定通知書・請求書等を郵送いたします。 

３月5日(金)までに合計費用を指定の銀行口座へお振込みください。 

ご旅行(大会)当日 郵送にてお送りした 
『宿泊・送迎バス・弁当 予約確認書(兼 引換券)』をお持ちください。 

※ご旅行代金のお振込後に変更が生じ、返金が発生した場合は当日会場にてご返金いたします。 
（全取消の場合はお振込みにて返金いたします） 

ご予約のお取消・変更はFAXまたはメールにて、申込書変更欄にご記入の上、弊社までお送りくださ
い。キャンセルをされた場合、時期によっては取消料が発生しますので別紙条件書をご確認ください。 

【ご注意】 

※お取消日はFAXまたはメールにて弊社が営業時間内に受領した時間が基準となります。 
 



ご注意・よくある質問 

お申込みにあたって 

１.宿泊予約について 

Q1. 希望施設には何施設書いたらいいの？ 
A１. 第３希望までご記入いただくことを皆様にお願いしております。公平性を保つためにも、未記入の場合は

確認のためご連絡を差し上げることがございます。 

★お申込書について 
お申込書２枚目の宿泊者名簿の提出が抜けている場合がございます。宿泊手配の際に必要となりますので、
ご宿泊のお申込みをされる場合は必ず２枚セットでお送りくださいますようお願いいたします。 

 
★施設変更について 

宿泊施設決定通知後の変更は出来かねますので、予めご了承ください。 

Q2. 宿泊施設はどうやって決まるの？ 
A２. ご希望に沿って配宿を進めてまいりますが、特定の施設に希望が集中した場合は、抽選及び調整をさせて

いただきます。予めご了承ください。 

Q3. 部屋割りはどのように決まるの？ 
A３. コロナウィルス感染対策の一環として、皆様シングルルーム（1名1室）利用でのご案内となります。 

Q4. 駐車場について知りたい 
A4. ホテルの駐車場については別紙のご案内をご覧ください。 
    スポーツセンターの駐車場は台数に限りがあり、周辺の駐車場も少ないことから、一般車両の駐車が 
    困難です。基本的には送迎バスをご利用くださいますようお願い申し上げます。 
    なお、当社では駐車場の手配は行っておりませんので予めご了承くださいませ。 

２.お弁当について 

Q1. 申込後に個数が変更になったのですが 
A１. 申込書の「変更欄」に変更内容をご記入の上、弊社までお送りください。 

前日12時以降の個数変更・キャンセルには所定のキャンセル料が発生しますので予めご了承ください。 

Q2. どこで受け取ることができますか？ 
A2. 宿泊決定通知書に同封の『宿泊・送迎バス・弁当 予約確認書(兼引換券)』をお持ちの上、引換所まで 

お越しください。場所のご案内は、宿泊決定通知書に同封いたします。 

３.送迎バスについて 

Q1. 出発予定時刻よりも先に帰りたい。バスは出してもらえるの？ 
A１. バスは出発予定時刻のみの運行となりますので、それ以外の時間に送迎はできません。また、当日乗られ

ない場合は所定のキャンセル料が発生しますので予めご了承ください。 

Q2. 帰りの新大阪駅・伊丹空港までの所要時間を教えてほしい 
A2. 新大阪駅まで通常で約45分、伊丹空港まで通常で約20分の所要時間となっております。 

ただし時間帯によっては渋滞が予想されますので、その先の交通の予約をされる場合は十分に時間に余裕
をもって予約されることをおすすめいたします。 

Q3. 予約をしたがキャンセルをしたい 
A3. 弊社ではお申込み人数によりバスの手配を行っております。宿泊決定通知後のキャンセルは運行に支障が

でますので、控えていただきますようお願い申し上げます。キャンセルをされる場合、時期によって所定
のキャンセル料が発生しますので、予めご了承ください。 


