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謹啓　時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
　さてこの度、「第34回全国高等学校体操競技選抜大会」がセキスイハイムスーパーアリーナ（宮城県
総合運動公園総合体育館）にて盛大に開催されますことを心よりお慶び申し上げます。
各地からお越しいただく皆様方の便宜を図る為、大会事務局のご指導のもと、弊社京王観光株式会社
仙台支店が「宿泊・昼食」などのお手伝いをさせていただくこととなりました。
　今大会がご盛会となりますよう、微力ではございますが全力で取り組む所存でございます。
　皆様のご来仙を心よりお待ち申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白



●宿泊設定日　： 3月23日（金）・　3月24日（土）
●宿泊料金（1泊朝食付、1泊2食付税金・サービス料込のお一人様料金です）

申込
番号

１）別紙「宿泊・昼食（弁当）申込書」に上記「申込番号」をご記入の上、FAXにてお申し込みください。
２）1泊朝食付きか1泊2食付きは、申込書の食事欄「朝食付・夕食付」に○印をご記入下さい。

ホテルグリーンウィズ
アリーナまで車で約30分

地下鉄[広瀬通駅]　徒歩5分
※3/24のみ+1,000円

Ｄ ホテルグリーンセレク
シングル 8,300 アリーナまで車で約35分

地下鉄［勾当台公園駅］徒歩5分
※3/24のみ+1,000円ｽﾀｼﾞｵﾂｲﾝ 7,500

Ａ
アリーナまで車で約40分

地下鉄［青葉通一番町駅］徒歩3分
※3/24のみ+540円

３）ご希望のホテル、部屋タイプが満室等の理由で手配することが出来ない場合、別のホテル・部屋タイプにて回答させて
いただく場合がございますのでご了承ください。（申込状況によっては、上記以外のホテルになる場合もございます）
4）会場までのアクセスで車のご移動時間は、当日の交通事情によりお時間が変動する場合がございますので、お時間に
は余裕を持ってお出掛け下さい

ホテルパールシティ仙台

Ｌ ホテルベルエア仙台

アリーナまで車で約20分
ＪＲ東仙台駅　徒歩7分

※3/24のみ+1,200円
アリーナまで車で約30分(有料道路利用)

ＪＲ長町駅　車で8分
※3/24のみ+1,300円

アリーナまで車で約40分
地下鉄［青葉通り一番町駅］徒歩5分

Ｂ ホテルグリーンライン

ルートイン仙台多賀城

Ｈ

備考1泊2食付き1泊朝食付き部屋タイプ宿泊施設名

シングル
ツイン・ﾄﾘﾌﾟﾙ 7,500

7,500 9,200
9,200

アリーナまで車で約35分
地下鉄［勾当台公園駅］徒歩15分
※3/24のみ+1,000円

F ホテルグリーンシティ
アリーナまで車で約30分

地下鉄［北四番丁駅］徒歩8分
※3/24のみ+1,000円

Ｅ ホテルグリーンパレス
アリーナまで車で約30分

ＪＲ榴ヶ岡駅　徒歩12分
※3/24のみ+1,000円

C

アリーナまで車で約40分
地下鉄［大町西公園駅］徒歩3分7,500 9,000

アリーナまで車で約20分
ＪＲ中野栄駅　徒歩15分

アリーナまで車で約25分
ＪＲ多賀城駅　徒歩7分
※全室ｱｳﾄﾊﾞｽ仕様

8,400 9,800
7,500 9,000

K アークホテル仙台青葉通り
8,000 9,900シングル

ツイン

シングル

シングル
ツイン

8,300 9,000

ｽﾀｼﾞｵﾂｲﾝ 7,000

8,200シングル

シングル 8,500

シングル 8,300

シングル 8,300

オレンジイン・仙台東 シングル 7,000 8,000Ｇ

8,500

シングル 7,500
ツイン 6,500

ルートイン仙台長町インター

J ルートイン多賀城駅東

I

1．宿泊プランのご案内

1



航空券、貸切バス、レンタカー等のご相談・お手配も承っております。
ご希望や不明な点ございましたら、お気軽にご相談下さい。

●期　日　：　3月24日（土）　・　3月25日（日）
　　お渡し時間・場所　　11：00～12：00　大会会場内「京王観光㈱」受付
   　回収時間・場所 　　14：00～15：00　大会会場内「京王観光㈱」受付

●料　金　：　1食　700円（お茶付き、税金込）

１）別紙「宿泊・昼食（弁当）申込書」に個数をご記入の上、FAXにてお申し込みください。
２）お弁当のみのお申込みも出来ます。
3 ）お弁当の空き箱は無料で回収致します。(上記回収時間まで指定場所へお持ちください。）
4 ）セキスイハイムスーパーアリーナ付近には飲食店が大変少ない為、お弁当のお手配をお勧めいたします。

◇申込について

◇予約回答・請求書の発送とお支払について

到着後、指定期日までに代金をお振り込み下さい（振込手数料はお客様にてご負担下さいますようお願い致します）
◇変更・取消について

※電話等での変更・取消は受付出来ませんので、ご注意下さい
※営業時間（平日9：00～17：30　土日祝祭日除く）外の変更・取消連絡は、翌営業日扱いとなります。
　 予めご了承下さい。
※宿泊施設との直接交渉はトラブルの原因となりますので、お控え下さい。

別紙「宿泊・昼食（弁当）申込書」にご記入の上、平成30年2月6日(火)までに京王観光㈱仙台支店へFAX
にてお申し込み下さい。

ご出発の10日～2週間前に確定した宿泊先、請求明細、振込先等を記載した「ご予約確認書」をFAXにて送ら
せて頂きます。

宿泊・昼食の変更・取消が生じた場合には変更内容を訂正の上、京王観光㈱仙台支店へFAXにてご連絡下さ
い。

6）有料の大型バス駐車場があるホテルは、ｵﾚﾝｼﾞｲﾝ仙台東1泊3,780円です。（要予約）

5)　無料の大型バス駐車場があるホテルは、ﾙｰﾄｲﾝ仙台長町ｲﾝﾀｰ、ﾙｰﾄｲﾝ多賀城駅東、ﾙｰﾄｲﾝ仙台多賀城です。
　　 宿泊予約の際、併せてご予約をお願い致します。（要予約）

3．昼食（弁当）のご案内

4．お申込・変更・取消のご案内

2．交通手配のご案内
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◇取消料について
それぞれの所定の取消料がかかります。詳細につきましては下記をご参照下さい。
【宿泊】
宿泊日の前日から起算して20日前～8日前まで
宿泊日の前日から起算して7日前～3日前まで
宿泊日の前日から起算して2日前～前日まで
宿泊日の当日および無連絡不泊
【弁当】（1食につき）

１）ご返金が生じた場合には、大会終了後ご指定口座へ振込にて返金させて頂きます。
２）振込依頼書とは別に領収証が必要な方は、大会会場内「京王観光㈱」受付へお越しください。

別紙「領収証発行依頼書」をもとに発行させて頂きます。
３）個人情報の取扱について

お申込み・変更・取消のお問い合わせ先

京王観光株式会社仙台支店
「第34回全国高等学校体操競技選抜大会　担当デスク」
〒980-0014　宮城県仙台市青葉区本町1-2-20　KDX仙台ビル3F
TEL：022-227-3281　/　FAX：022-265-6685
E-mail：sendai.info@keio-kanko.co.jp
営業時間ー平日9：00～17：30　休業日ー土日祝祭日
担当者：大内・三浦

当社は、旅行申し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
手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関などに提供いたします。

全　額
無　料

宿泊料金の100％
宿泊料金の40％
宿泊料金の30％
宿泊料金の20％

それ以降の取消
前日12：00まで

5．その他のご案内
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FAX　022-265-6685
E-mail：sendai.info@keio-kanko.co.jp
京王観光株式会社仙台支店

お申込代表者名

返金が生じた場合の振込先

個 個

ｼﾝｸﾞﾙ ﾂｲﾝ ｼﾝｸﾞﾙ ﾂｲﾝ
男 朝食付 ○
女 夕食付 ○
男 朝食付

女 夕食付

男 朝食付

女 夕食付

男 朝食付

女 夕食付

男 朝食付

女 夕食付

男 朝食付

女 夕食付

男 朝食付

女 夕食付

男 朝食付

女 夕食付

男 朝食付

女 夕食付

男 朝食付

女 夕食付

男 朝食付

女 夕食付

利用交通手段
1.大型バス　　　台、2.中型バス　　　台、3.マイクロバス　　　台、4.自家用車　　　台、5.電車など公共交通機関
※申込用紙が足りない場合は、コピーしてご使用願います。
※申込書送付後は、控えとして保管ください。

選手　応援

6 監督　ｺｰﾁ
選手　応援

10 監督　ｺｰﾁ
選手　応援

9 監督　ｺｰﾁ
選手　応援

8 監督　ｺｰﾁ
選手　応援

7 監督　ｺｰﾁ

選手　応援

4
監督　ｺｰﾁ
選手　応援

3
監督　ｺｰﾁ
選手　応援

5 監督　ｺｰﾁ

2
監督　ｺｰﾁ
選手　応援

選手　応援

3/24（土）

性別 年齢 食事 3/23(金) 3/24(土) 
氏名

第2希望第1希望
宿泊申込番号 昼食（弁当）

同室者名

ケイオウ　ハナコ
京王　華子京王　花子

1

金融機関名 支店名
口座番号：普通　・　当座　№ 口座名義

№ 参加区分 フリガナ

3/25（日）

例
監督　ｺｰﾁ ケイオウ　ハナコ

17
選手　応援
監督　ｺｰﾁ

第34回全国高等学校体操競技選抜大会　申込書

【申込締切】
平成30年2月6日(火)

学校名ま
たは団体

書類
送付先

住所　〒
（学校　・　自宅）

TEL
FAX

携帯電話

担当：大内・三浦
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FAX　022-265-6685
E-mail：sendai.info@keio-kanko.co.jp
京王観光株式会社仙台支店

大会当日、会場内「京王観光㈱」受付にてお渡しさせて頂きます。
※領収証はお支払いいただきました金額内での発行となります。
※領収証の再発行、二重発行は致しかねますので、記載内容の変更の場合はお申し付け下さい。

領収証発行内容

円

円

円

円

円

担当：大内・三浦

第34回全国高等学校体操競技選抜大会
領収証発行依頼書

振込依頼書とは別に領収証が必要な方は下記へ必要事項をご記入の上、京王観光㈱仙台支店までFAXをお願い
致します。

但し書き金額宛名

参加名
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