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ご挨拶 

 

 前略 ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 このたびの秋田大会にて宿泊・弁当・交通のお世話をさせていただきます秋北航空サービス株式会社

の佐藤と申します。配宿に際しましては、皆様が快適にお過ごしいただけるよう精一杯努力させて 

いただく所存でございます。 

 余談ですが、昨年、ＪＲ東日本が主体となり「秋田ディスティネーションキャンペーン」が開催され、

全国各地からお越しいただいたお客様へ「おもてなし」を行って参りました。 

 また、本年は「国民文化祭」が秋田県にて開催されます。「飾らない秋田弁」と「真心」で 

皆様をお出迎えいたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

草々 

  

お申込要項 

 

１）申込方法 

別紙申込書（Ａ）と宿泊名簿（Ｂ）に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは E-mailにて 

弊社へお申込み下さいませ。 

【ＦＡＸ番号 ０１８６－６９－８２８８】 ※email ｱﾄﾞﾚｽは表紙ご参照 

 

基本的に秋田県までの移動交通はそれぞれのお手配になると存じ上げますが、弊社は 

「ANA 全日空」との代理店契約がございます。「ANA便ご利用」の場合、団体割引運賃および 

往復飛行機＋ホテル付パック商品などもございますので、ご検討中の学校様については 

無料にてお見積させていただきます。 

その他、レンタカーなどのお手配も可能でございますので別紙見積依頼書（Ｃ）も 

必要に応じて依頼くださいませ。 

 

【※申し訳ございませんが、弊社契約上「ＪＡＬ 日本航空」のお手配はできかねます】 

 

２）申込締切日 

平成２６年 ２月 ６日（木曜日） 

 

３）宿舎確定通知 

お申込み後、順次、ＦＡＸにて確定通知書を送付いたします。２月１４日（金）必着 

 

なお、確定通知原本は、２月２１日（金曜日）までに送付いたします。 

この書面は宿舎への確認書になりますので、宿泊当日ご持参下さいませ。 

 

４）ご請求・お支払い方法について 

２）の確定通知原本をご送付の際、ご請求書を送付いたします。 

お支払は原則弊社指定銀行口座へ事前にお振込いただきますようお願い申し上げます。 

誠に勝手ではございますが、振込手数料はお客様ご負担にてお願いします。 

 

振込期限  平成２６年 ２月２８日（金曜日） 

 

５）領収証の発行について 

領収証発行希望の学校様につきましては、大会期間中に、宿舎へお届けに参ります。 

お申込みの際に、必要の有無および区別をご指定下さいませ。 

 



宿舎要項 

 

１）宿泊施設 

大会会場近辺には宿舎がございませんので、会場から半径５KM圏内の交通至便の良い場所 

を確保しております。（一部、送迎付宿舎あり） 

 

２）部屋タイプ 

●【ホ】ホテル型 洋室（生徒１名以上３名定員、引率１名）  

客室設備：バス・トイレ付 

★想定されるお部屋割（１チーム５名の選手） 

  生徒 １名１室 ✕ ５室               計 ５室 

  生徒 ２名１室 ✕ ２室 ＋ １名１室 ✕ １室   計 ３室 

  生徒 ２名１室 ✕ １室 ＋ ３名１室 ✕ １室   計 ２室 

 ※ホテル型 洋室ご利用の場合、選手様の１名１室提供もございます  

●【旅】和旅館型 和室（生徒２名以上６名定員、引率１名）  

客室設備：バス・トイレなし（共用となります） 

 ★想定されるお部屋割（１チーム５名の選手） 

   生徒 ２名１室 ✕ １室 ＋ ３名１室 ✕ １室   計 ２室 

生徒 ５名１室 ✕ １室               計 １室 

　基本的にお部屋割りは「おまかせ」にてご了承下さいませ。

　なお、選手様について、どうしても１人部屋が厳しい場合は、

　別紙、宿泊名簿（B）にその旨お申し出下さいませ。

　宿舎の選定またはお部屋割りを２名以上にてご調整いたします。

 ※【原則 引率／監督様は１名１室にて対応いたします】 

 

    ３）宿舎における食事について 

宿舎の設備上「朝食のみ」と「夕食・朝食の２食付」の２種類に分類されます。 

２食付宿舎の数が少ないため、やむを得ず朝食のみになる場合がございますが、確保している

宿舎は、徒歩圏内で飲食施設やコンビニも近いところでございますので、心配ご無用です。 

 

  ４）宿泊料金について 

    １泊２食付【ホ】・【旅】・・・・８，０００円（引率・選手同額） 

   ※１泊２食付、夕食欠食の場合、１回あたり１，５００円引 

１泊朝食付【ホ】・・・・・・・６，５００円（引率・選手同額） 

※１泊朝食付、３連泊以上ご予約の場合、１泊あたり５００円引 

※税込価格※ 

  ５）宿舎の選定方法について 

    移動交通手段を配慮し、お申し込み順に、配宿させていただきます。 

    （例えば、マイクロバス利用であれば、駐車場完備の宿舎） 

 

★地区区分   秋田駅前（【ホ】３ヶ所・【旅】２ヶ所） 

大町川反（【ホ】７ヶ所） 

その他 （【ホ】な し・【旅】２ヶ所） 



    

弁当要項 

 

料金  １個 ８００円（税込・お茶付） 

 

★お申込いただいた学校様には、会場にてお配りいたします。 

必ず事前にお申込みくださいませ 

 

★弁当配布および空容器回収の時間と場所については、別途、ご案内申し上げます。 

 

★会場周辺には、飲食店やコンビニエンスストアーが無いため、お弁当のご注文を 

お勧めいたします。 

 

 

 

変更およびキャンセルポリシー 

 

ご予約後の変更につきましては、必ず弊社にご連絡下さいませ。 

ホテルへの直接のやりとりはトラブルを起因する恐れがございます。 

また、同時期に、他の大会種目が秋田市内にて開催されております。 

施設側で混乱するおそれがございますのでご留意下さいませ。 

 

★お申込み後にお取消・ご変更があった場合、以下の手数料が発生いたします。 

 

① 宿舎およびお弁当を単独にてお申込み頂いた場合 

ご宿泊 お弁当

無料 無料

20% 無料

80% 正午まで無料

100% 100%

取消料
取消日

宿泊日から起算して５日前まで

宿泊日から起算して２日前まで

宿泊日の前日

宿泊日当日  

 

② ＡＮＡ往復航空券＋ホテル付パックをご利用いただいた場合 

無料

20%

30%

40%

50%

100%旅行開始後の解除・無連絡不参加

取消料取消日

旅行開始日の前日から起算して２１日目にあたる日

旅行開始日の前日から起算して２０日目以降８日目にあたる日

旅行開始日の前日から起算して　７日目以降２日目にあたる日

旅行開始日の前日

旅行開始日の当日

 

 



 

ホテルリスト 

エリア タイプ 食事 宿舎名 秋田駅前 大会会場 リムジンバス停留所

夕◯ 距離　０，３KM 距離　５，０KM 秋田駅西口

朝◯ 徒歩　　　　３分 タクシー　１５分 徒歩３分

夕☓ 距離　０，３KM 距離　５，０KM 秋田駅西口

朝◯ 徒歩　　　　３分 タクシー　１５分 徒歩３分

夕☓ 距離　０，２KM 距離　５，０KM 秋田駅西口

朝◯ 徒歩　　　　２分 タクシー　１５分 徒歩２分

夕◯ 距離　０，６KM 距離　５，０KM 秋田駅西口

朝◯ 徒歩　　　　６分 タクシー　１５分 徒歩６分

夕◯ 距離　０，６KM 距離　５，０KM 秋田駅西口

朝◯ 徒歩　　　　６分 タクシー　１５分 徒歩６分

夕◯ 距離　２，０KM 距離　３，４KM 交通公社前

朝◯ 車　　　　　６分 タクシー　１０分 徒歩７分

夕◯ 距離　２，０KM 距離　３，２KM 交通公社前

朝◯ 車　　　　　６分 タクシー　１０分 徒歩７分

夕◯ 距離　１，４KM 距離　４，０KM 交通公社前

朝◯ 車　　　　　５分 タクシー　１０分 徒歩２分

夕◯ 距離　１，６KM 距離　３，６KM 交通公社前

朝◯ 車　　　　　５分 タクシー　１０分 徒歩５分

夕☓ 距離　１，５KM 距離　３，５KM 交通公社前

朝◯ 車　　　　　５分 タクシー　１０分 徒歩２分

夕☓ 距離　１，６KM 距離　３，６KM 交通公社前

朝◯ 車　　　　　５分 タクシー　１０分 徒歩４分

夕☓ 距離　１，６KM 距離　４，１KM 北都銀行前

朝◯ 車　　　　　５分 タクシー　１０分 徒歩３分

夕◯ 距離　３，５KM 距離　３，８KM 卸センター前

朝◯ 車　　　　　８分 タクシー　１０分 徒歩３分

朝◯ 距離　５，２KM 距離　３，２KM 秋田駅西口

夕◯ 車　　　　１５分 タクシー　１０分 車　１５分

ホテルなにわ

秋田駅前

ホテルパールシティ秋田川反

ホテルパールシティ秋田大町

ホテルパールシティ秋田竿燈

秋田ビューホテル

ホテルアルファーワン秋田

ホテル

旅館

葵旅館

コンフォートホテル秋田

旅館

天然温泉　こまち

三ツ星館（送迎あり）
（秋田駅⇔旅館）

その他

ダイワロイネットホテル秋田

イーホテル秋田

ホテルグランディア秋田

ホテル
大町
川反

アルバートホテル秋田

 

※皆様の交通手段を考慮し、配宿させていただきます。 

（例えば、マイクロバス利用であれば、駐車場完備の宿舎） 

 

※上記ホテルは、一例であり、お申込み多数の場合には、新たに宿舎をお手配いたします。 

 

※一部宿舎では、環境保護の考え方により、客室清掃・浴衣・部屋着およびアメニティーの提供を控え

ている施設もございます。ホテル最終決定の際に、別途、設備等のご案内をさせていただきますのでご

理解下さいませ。 

 


