














平成２８年度 第２１回ペタンクジャパンオープン 
■宿泊・お弁当のご案内■ 

－歓迎のご挨拶－ 
拝啓 
来る５月３日（火）、４日（水）、５日（木）、京都府福知山市において、平成２８年度「第２１回ペタンクジャパンオープン」が 
開催されますことを心よりお慶び申し上げます。 
本大会のご成功をお祈りするとともに、社員一同万全な準備のもと、参加者の皆様方に心からご満足いただけますよう 
一生懸命お世話させていただく所存でございます。 
心より皆様方のお越しをお待ち申し上げております。 

敬具 
近畿日本ツーリスト株式会社  
福知山支店 
担当：松井 章子 
 

１． お申込み方法のご案内 
 

平成２８年度「第２１回ペタンクジャパンオープン」の「宿泊・お弁当のご案内」（本書）をご覧いただき、別紙「申込書」の所定

欄に必要事項をご記入の上、お申込み下さい。 
（送付の際は必ず原本の控え（コピー）をお手元にお持ち下さい。） 
 

①  ＜宿泊・弁当申込書送付＞ ・・・ 申込締切日 ４月１５日（金）まで 
 

②  ＜申込確認書（請求書・振込用紙等同封）の送付＞・・・４月２１日（木）頃 
 

③  ＜費用振込＞ ・・・ 請求書到着日より１週間以内   
 
＜備考＞ 
○ 宿泊・弁当申込締切日は４月１５日（金）とさせていただきます。ご希望宿泊ホテルにつきましては受付順とさせて 
いただきます。お早めにお申込み下さい。 

○ 変更・取消のご連絡につきましては、原本のコピーを訂正の上必ず郵送又はＦＡＸ（０７７３－２２－９８３８）にて  
近畿日本ツーリストへご連絡下さい。 

○ 申込確認書を一括して４月２１日（木）頃に送付いたします。なお、領収証が必要な方は申込書通信欄にご記入下さい。 
振込手数料は、お申込者負担とさせていただきますので予めご了承下さい。 

 
２.   宿泊のご案内 

 
 ご希望のホテルの記号を申込用紙にご記入下さい。 
○ 宿泊設定日  大会前日 ５月 ２日（月）、 大会日（１日目・２日目）：５月 ３日（火）、 ４日（水） 
○ 宿泊条件    １泊朝食付・税金、サービス料込（※一部食事無、１泊２食付の施設有り） （お一人様料金） 
記号 ホテル名 お部屋タイプ 料金 福知山駅からの移動 大会会場までの移動 

A 福知山アークホテル シングル 6,500円 徒歩 ３分 車で ８分 
B アールイン福知山 シングル 7,500円 徒歩 １分 車で ９分 
C サンルート福知山 シングル 8,300円 徒歩 ５分 車で ９分 
D ホテルロイヤルヒル福知山 シングル 8,900円 車で１５分 車で１５分 
E セイワホテル シングル 6,500円 徒歩１０分 車で ８分 
F セイワホテル ２名利用 5,500円 徒歩１０分 車で ８分 
G セイワホテル ３名利用 5,000円 徒歩１０分 車で ８分 
H セイワホテル ６名利用 5,000円 徒歩１０分 車で ８分 
I ホテルつかさ（食事無） シングル 6,800円 徒歩１５分 車で ９分 
J ビジネスホテル松代屋 シングル 7,100円 徒歩 １分 車で ８分 
K ビジネスホテル松代屋 ツイン 6,600円 徒歩 １分 車で ８分 
L ビジネスホテル松代屋 ３名利用 6,600円 徒歩 １分 車で ８分 
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M 京屋旅館・京屋別館 ３・４名利用 7,000円 徒歩２０分 車で ８分 
N 荒川旅館 ２名利用 6,200円 徒歩２０分 車で ６分 
O 檜山旅館 ４名利用 6,000円 徒歩２０分 車で ８分 

 
【ご注意】 
① 受付順に宿泊手配を致しますので、ご希望のホテルタイプが満室の場合は同等クラスにて手配させていただきます。 
② 連泊のお申込で、連絡なしに１泊目のお泊りがなかった場合、２日目以降の宿泊を取消させていただきますので、 
予めご了承下さい。 

③ お申込いただきました宿泊施設決定のご案内は、申込確認書を発送いたしますので、ご確認下さい。 
 

○ 変更・取消について 
 

宿泊のお申込後の変更・取消をされる場合は、お早めにご連絡下さい。尚、変更・取消の時期によって下記の取消料が 
必要となりますので予めご了承下さい。 

取消確認日 １３日前～７日前 ６日前～３日前 ２日前～前日 当日・無連絡 
 ２０％ ３０％ ５０％ １００％ 
※ 取消の基準日は、郵送による消印又は当社の営業日・営業時間内のＦＡＸ通信を有効といたしますので、必ず 
文書にてご連絡下さい。 

※ 取消後の返金につきましては、大会終了後、取消料及び所定の振込手数料を差し引きの上、ご指定の口座へ 
送金いたします。なお、事務整理上、多少の日数がかかりますので予めご了承下さい。 
（返金時の貴行口座番号を申込書内の所定欄にご記入下さい） 
 

３.  お弁当のご案内 

【 お一人様  ８００円 （税込 ・ お茶付） 】 
日時：５月３日（火）、４日（水）、５日（木） ３日間 １１：００～１２：００ 
配布場所：大会会場 弁当配布所にて ※お弁当のゴミは１４：００までに配布所へお戻しください。 
申込：別紙申込書にてお申込下さい。 ※お申込後の変更・取消による返金はできません。 
 
４． チーム受付事務手数料について 
 
○ チーム受付諸手続き手数料として、１チーム５４０円 受け賜わります。 
 
■ 個人情報の取扱について 
近畿日本ツーリスト（株）はお申込の際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡の為や、輸送・宿泊等の各関

係機関の提供するサービスの手配及び受領のため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及び手配

代行者に提供いたします。また、大会主催事務局に名簿作成等の目的により提供いたします。それ以外での目的でご提供

いただく個人情報は利用いたしません。 
 
 
 
 
 

－お申込・お問合せ－ 
観光庁長官登録旅行業第１９４４号 

近畿日本ツーリスト株式会社 福知山支店 
〒６２０－０９４０ 京都府福知山市駅南町３丁目２０－１ 

アールイン福知山２階 
ＴＥＬ：０７７３－２２－３８０９  ＦＡＸ：０７７３－２２－９８３８ 

「第２１回ペタンクジャパンオープン」係 担当：松井 
営業時間  ９：１５～１８：００（土・日・祝祭日は休みです。） 



第 21 回ペタンクジャパンオープン 宿泊・お弁当 申込書 

都道府県名 チーム名 

住所 

（書類送付先） 

（〒     －     ） 
連絡・ご担当者氏名 

  

ＴＥＬ： ＦＡＸ： 

 
e-mail: 携帯電話： 

 

No. 

フリガナ 

性別 年齢 

宿 泊 お弁当 

参加者氏名 
５月２日（月） ５月３日（火） ５月４日（水） ５月３日

（火） 

５月４日

（水） 

５月５日

（木） 第１希望 第２希望 第１希望 第２希望 第１希望 第２希望 

例 
キョウト タロウ 

京都 太郎 
男 ５５ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 〇 〇 〇 

１ 

 

           

２ 

 

           

３ 

 

           

４ 

 

           

 
〈申込方法〉 

・空欄に必要事項をご記入の上、4月 15 日（金）までにお申し込みください。 

・お申し込みは、郵送または FAX にてお願いいたします。また、必ず申込書の控え

（コピー）をおとりください。 

・5名様以上にてお申し込みの場合は、申込書をコピーしてご利用ください。 

・変更・取消の場合は、上部【申込区分】欄の変更、取消等を○で囲み、書面（郵

送又は FAX にてご連絡ください。 

・電話のみでのお申込み、変更はトラブルになりますのでお受けできません。 

必ず書面（郵送又は FAX）と合わせてご連絡ください。 

 

〈申込書送付先・お問い合わせ先〉 

近畿日本ツーリスト株式会社福知山支店 

〒620-0940 京都府福知山市駅南町 3-20-1 

アールイン福知山 2階 

TEL:0773-22-3809 FAX:0773-22-9838 

『第 21 回ペタンクジャパンオープン』 

担当：松井 章子 

〈通信欄〉○前後泊のご希望 

     ○領収書の発行希望等 

 




