
 

第 4１回 全日本クラブ卓球選手権大会              

【ご宿泊プラン・お弁当のご案内】 
 

開催日：2022 年 9 年 22 日（木）～9 月 25 日（日）  

会場：いしかわ総合スポーツセンター TEL:076-268-2222 
 

 

ご希望の方は(1)に記載のあるホームページからお申込みをお願いします。（7月 25日(月)より申込受付開始） 

【 宿 泊 日 】   2022年 9月 21日（水）・22日（木）・23日（金・祝）・24日（土）・25日（日） 

【旅行代金に含まれるもの】   朝食付、税金・サービス料を含む、１名様 1泊あたりの料金です 

【シングル:1名様 1室利用／ツイン:2名様 1室利用時の１名様あたりの料金です】 

【行 程】:1日目 自宅（又は前泊地）＝＝（各自にて）＝＝「ホテル」 

2日目 ホテル＝＝（各自にて）＝＝（自宅又は後泊地） 

【添乗員】 同行いたしません      【最少催行人員】 １名様 

（１）申し込みは、下記ホームページより受付をさせていただきます。 

http://www.mwt-mice.com/events/club41-jtta          （申込ホームページ） 

（２）お申込み締切日は、8 月１0 日（水）となります。期日にはご注意下さい。 

（３）８月 19 日頃まで決定ホテルをご連絡いたします。ホームページにて予約確認書を確認し、お振込みください。 

（４）送付の内容をご確認の上、８月３１日（水）迄に、ご送金下さい。※振込手数料はお客様負担となります。 

（５）お問い合わせ先 下記までご連絡をお願いします。 

【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第 55 号・(一社)日本旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会会員 

   名鉄観光サービス（株）北陸支店 大会担当：鉞田（おのだ）、細川、平山、上津原   

   旅行業務取扱管理者：石川 直宏、鉞田 利也 

   〒920－0919 石川県金沢市南町 5-20 中屋三井ビル２階 ≪営業時間：月～金曜日 9:30～17:30 定休日：土日・祝日≫ 

    E-mail : club41-jtta@mwt.co.jp  TEL：０７６－２３１－２１２６ ／ FAX：０７６－２２３－１２８９ 

   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。 

 

 

№ ホテル名 
申込 

記号 

部屋 

タイプ 

旅行代金(1泊あたり) 

9/21(水) 

9/22(木) 

9/25(日) 

旅行代金(1泊あたり) 

9/23(金・祝) 

9/24(土) 

所要時間 

会場からのアクセス 

アクセス 

 

駐車料金 

普通車１泊 

１ ホテルエコノ金沢駅前 

Ａ-１ シングル 8,000円 8,000円 大会々場まで 

お車で約 

(所要時間 20分) 

金沢駅徒歩

3分 

 

P:1,000円 
Ａ-２ ツイン 7,000円 7,000円 

２ テルメ金沢 

Ｂ-１ シングル 8,８00円 8,８00円 大会々場まで 

お車で約 

(所要時間３分) 

金沢西 IC 

車１分 

 

P:無料 
Ｂ-２ ツイン ８,２00円 ８,２00円 

１．お申込みの流れ（ご宿泊プラン・お弁当のお申込み） 

 

２．ご宿泊プランのご案内（募集型企画手配旅行） 

 

http://www.mwt-mice.com/events/club41-jtta
mailto:club41-jtta@mwt.co.jp


３ 金沢マンテンホテル Ｃ-１ シングル 8,800円 8,800円 

大会々場まで 

お車で約 

(所要時間 20分) 

金沢駅徒歩

5分 

P:1,000円 

４ ヴィアイン金沢 Ｄ-１ シングル 11,000円 11,000円 

大会々場まで 

お車で約 

(所要時間 20分) 

金沢駅直結

P:12時間後

毎に 440円 

５ 満天の湯道の宿 Ｅ-１ シングル ８,０00円 ８,０00円 

大会々場まで 

お車で約 

(所要時間 15分) 

白山インター 

車 6分 

P:無 料 

６ ガ－デンホテル金沢 Ｆ-１ シングル 9,500円 11,500円 

大会々場まで 

お車で約 

(所要時間 20分) 

 金沢駅 

徒歩 1分 

P:1,000円 

７ チサンバジェット金沢駅前 Ｇ-１ シングル 7,500円 8,800円 

大会々場まで 

お車で約 

(所要時間 20分) 

金沢駅 

徒歩 5分

P:800円 

※ ご希望のホテル、部屋タイプを調整の上決定させていただきます。 

※ 大会期間中、金沢市内は連休のため大変混みあっております。早めの宿泊申し込みをお願い致します。 

※ ご希望ホテルが満室の場合は、ご相談のうえ代案を案内します。 

また、状況によりご希望以外のホテルをご案内する場合もありますことをご了承下さい。 

※ 禁煙、喫煙室は数に限りがありご希望に添えない場合や、禁煙室は消臭対応の場合がありますので予めご了承

下さい。 

※ ホテル駐車場はホテルにより車種制限や状況により駐車料金が異なりますので、直接ご確認下さい。 

※ 同時期、他にも大型イベントが開催されており大変混雑が予想されますのでお早目にお申込み下さい。 

○上記設定日以外のご宿泊をご希望の際は、お申し出下さい。 
 

 
 

■料 金：１食あたり １,０００円（お茶付、税込）  

※メニューは日替わりにてご準備いたします。 

■設定日：2022 年９月 22 日（木）・23（金・祝）・24 日（土）・25 日（日）の４日間 

○完全予約制となります。（当日のお申込みは受け付けておりません。） 

○会場内、会場近辺での食事会場はほとんどございませんので、ご注意ください。 

○時節柄、お弁当は早めにお召し上がり下さい。 

（受け渡しは、当日の１０：３０～１２：３０を予定しております。） 

 ※引き渡し場所は、会場（体育館内）となりますが、詳細は改めてご連絡いたします。 

 

  ☆ご宿泊プラン、お弁当をお申込後、変更・取消をされる場合、メールにて速やかにご連絡下さい。取消基準は、

弊社営業日・営業時間内を有効とさせていただきます。（下記は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼった日となります。） 

    E-mail : club41-jtta@mwt.co.jp 名鉄観光サービス 北陸支店 全日本クラブ卓球選手権大会 担当宛 

☆取消料／お客様はいつでも取消料をお支払いいただく事によりご契約を解除出来ます。 

 
 

４．変更・取消についてのご案内 

 

３．お弁当のご案内（お弁当のご予約は、旅行契約ではありません。） 

 

mailto:club41-jtta@mwt.co.jp


項 目 20～8 日前 7～2 日前 前日 旅行開始当日 旅行開始後及び無連絡不参加 

宿泊プラン 旅行代金の２０％ 旅行代金の 3０％ 旅行代金の 4０％ 旅行代金の５０％ 旅行代金の１００％ 

お 弁 当 無 料 無 料 
前日の 12時まで無料 

上記以降は全額 
全 額 全 額 

 

 

○各宿泊施設には駐車場はございますが、予約は一切受け付けておりません。先着順でのご対応となります。 

 ※各宿泊施設の駐車場が満車になった際は、当日フロントにてご確認下さい。近隣の駐車場をご案内いたします。 

○添い寝のお子様がおられる場合も事前にご連絡下さい。また、その際に発生する費用はチェックアウト時に各自にて 

 ご精算下さい。 

○禁煙・喫煙のご希望はお伺いいたしますが、確約は出来ませんので予めご了承下さい。 

○各宿泊施設で発生いたします個人的な費用につきましては、チェックアウト時に必ず各自でご精算下さい。 

 ※例：駐車料金、クリーニング代、有料テレビ、冷蔵庫、ご宿泊プランに含まれない飲食代 

○特別な配慮がご必要な方は、事前にお申し出下さい。可能な範囲でご対応いたします。 

○最終決定のご案内時に、チェックイン時のご注意等を送付させていただきます。書面が到着後、必ずご確認下さい。 

 

○本大会の宿泊プランは、名鉄観光サービス㈱（以下、当社といいます）が旅行企画・実施するものであり、参加する 

お客様は、ご宿泊プランについては当社と募集型企画旅行契約を締結する事となります。旅行契約の締結は、当社

が契約の承諾をし、申込金を受理した時に契約が成立します。 

○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面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部に

なります。 

○詳しい取引条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申し込みください。 

○旅行費用残金のお支払いは、旅行開始日の 2１日前までにお支払いいただきます。 

○このパンフレットは 2022 年 7 月 10 日現在の有効な運賃・料金を基準として算出してあります。 

 

 

○お申込に際しご提供いただいた個人情報については、お客様との連絡のためや宿泊機関等の提供するサービスの手

配及び受領の為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、大会運営上の為、主催事務局にも提供する場合がございます。 

当社の個人情報の取扱に関する方針につきましては、店頭又はホームページでご確認下さい。 

【承認 22－0054】 

５．ご旅行条件について 

 

６．個人情報の取扱いについて 

こじん行条件について 

 

４．その他のご案内 

こじん行条件について 

 


