
応援者・ファミリー・ボランティアの皆様へ 
 
 
 

2016年第 6回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・新潟 
【宿泊プラン】のご案内（新潟市内宿泊に関して） 

 
 

この度「2016年第 6回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・新潟」が開催
されるにあたり、新潟市内にて開催される競技の【選手団】【応援者・ファミリー】【ボランテ

ィア】の皆様方の宿泊の手配をＫＩＪトラベルがオフィシャルエージェントとして取り扱わせ

て頂くことになりました。 
下記内容をご参照の上、お申込み頂きますようご案内申し上げます。 

ＫＩＪトラベル	 本社営業所 
 
■お申込み・お問い合わせ  
【旅行企画・実施】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
ＫＩＪトラベル本社営業所（新潟運輸㈱旅行事業部） 
	 	 	 	 ［観光庁長官登録旅行業	 1597号］［（一社）日本旅行業協会正会員］ 
〔担当〕横山・川島 
〒950-0947	 新潟県新潟市中央区女池北 1-1-1 
〖ＴＥＬ〗０２５− ２８５− ５６６１ 
〖ＦＡＸ〗０２５− ２８５− ５６５５ 
〖E-mail〗yokoyama@kijtravel.com 
〖営業時間〗平日９:３０～１８:３０（土・日・祝日休業） 
〖総合旅行業務取扱管理者〗横山新一 
 
※休業日・営業時間外にお送りいただいたＦＡＸ・Ｅメールへの返信は、翌営業日以降の返

信になります。 
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業車での取引責任者です。このご旅行

の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱

管理者にご質問ください。 
【個人情報のお取扱いについて】 
今回の旅行の手配に際し、ご登録頂いた皆様の個人情報に関しましては、今回の受付の業務

上あるいは各種手配に必要な場合のみの利用とし、ＫＩＪトラベルがその他の目的で利用す

る事はございません。個人情報の管理には万全の態勢で臨んでおります。個人情報の取組み

については以下のホームページをご覧ください。 
●個人情報保護方針	 ＨＰ工事中 
■個人情報管理者：八幡浩幸 
 
 
 
 
 



宿泊料金（１泊 1 名様当りの料金 /両日同料金にてご案内） 
 
施	 設	 名 部屋利用区

分 
申込番号 １泊朝食付き １泊食事なし 

ホテル日航新潟 
シングル Ａ− １ ９，８００円 ８，３００円 

ツイン Ａ− ２ ９，２００円 ７，７００円 

トリプル Ａ− ３ ８，１００円 ６，６００円 

新潟東急ＲＥＩホテル シングル Ｂ− １ ７，２００円 ６，２００円 

ツイン Ｂ− ２ ６，２００円 ５，２００円 

新潟東映ホテル 
シングル Ｃ− １ ６，５００円 ６，０００円 

ツイン Ｃ− ２ ６，５００円 ６，０００円 

トリプル Ｃ− ３ ６，５００円 ６，０００円 

ホテルサンルート新潟 
シングル Ｄ− １ ８，１００円 ７，１００円 

ツイン Ｄ− ２ ７，０００円 ６，０００円 

トリプル Ｄ− ３ ６，５００円 ６，５００円 

万代シルバーホテル 
シングル Ｅ− １ ８，５００円 ７，５００円 

ツイン Ｅ− ２ ７，５００円 ６，５００円 

トリプル Ｅ− ３ ７，５００円 ６，５００円 

新潟グランドホテル 

シングル Ｆ− １ ７，０００円 ６，０００円 

ツイン Ｆ− ２ ６，５００円 ５，５００円 

トリプル Ｆ− ４ ６，０００円 ５，０００円 

フォース Ｆ− ５ ５，０００円 ６，０００円 

ホテルオークラ新潟 ツイン Ｇ− ２ ７，５００円 ６，５００円 

トリプル Ｇ− ３ ６，０００円 ５，０００円 

ターミナルアートイン シングル Ｈ− １ ６，５００円 ５，８００円 

ホテルターミナルイン シングル Ｉ− １ ６，５００円 ５，８００円 

新潟ターミナルホテル シングル Ｊ− １ ５，７００円 ５，０００円 

ホテルルートイン新潟県庁南 シングル Ｋ− １ ６，８５０円 ６，８５０円 
 
 
 
 
 
 



■ご予約に関しての注意事項  
 
1. 別紙の宿泊料金は２月１２日(金)、２月１３日(土)の１泊朝食付き又は、１泊食事なしの
料金で、消費税・サービス料込の料金です。 
 

2. 朝食のスタイルは各施設により異なります。 
 

3. 部屋数の都合によりご希望の宿泊施設、部屋区分での宿泊が出来ない場合がありますの
でご了承ください。特に「ツイン」「トリプル」に関しましては、選手団へのご提供を

優先しております事をご理解ください。基本的にお申込みは先着順で受け付けさせて頂

きます。大会の趣旨により【選手団】と【ファミリー】の宿泊施設は異なる所を考えて

おります。【ファミリー】の皆様におかれましては、宿泊申込書の【ファミリー記入欄】

にもご記入頂きます様ご協力をお願い致します。 
 

4. 一部宿泊施設を除き、駐車場料金が発生致します。チェックアウト時ご精算ください。 
 

5. ホテルより大会会場へは、公共交通機関又は、マイカーのご利用をお願い致します。 
 

6. お申し込み後の変更・取消はその都度電話又はＦＡＸにて承ります。 
 

7. お客様のご都合で予約を取り消される場合は取消料を申し受けます。取消料は弊社営業 
日、営業時間内にご連絡を頂いた日を基準に発生いたしますのでご注意ください。 

 
8. 上記以外の日程のご予約も承ります。宿泊申込書のご要望欄にご記入ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



■お申込み方法  
	 申込書に必要事項をご記入の上、下記の申込先までＦＡＸ又は、郵送にてお申し込みくだ

さい。 
	 ※郵送の場合は申込書を原本として控えにて、コピーをお送りください。 
 
■お申込み締切日	 	 平成２８年１月１０日（日）  
 
■お申込み受付、回答  
1. お申込み受付後１週間以内に受領確認書（原則ＦＡＸ）をお送りします。この受領書は
ご利用施設、部屋タイプを確定する物ではありません。１２月下旬に決定し、改めて予

約決定の通知書を、１月中旬をめどに送付致します。内容のご確認をお願いします。 
2. 予定している宿泊数を超えた場合は締切日を待たずに予約を中止する事がございます。 

 
■お支払方法  
1. １月中旬に送付する予約通知書類と請求書の内容をご確認の上、書類確認後「１週間以
内」にお支払の手続きをお済ませください。 

2. クレジットカードによる決済は行っておりません。 
3. 振込手数料は「お客様のご負担」となります。ご了承ください。 

 
■お申込み変更、取消  
1. 申込受付後の変更、取消はＦＡＸ又は、電話でご連絡ください。 
2. お客様の都合で予約を取り消される場合は、次の取消料を申し受けます。取消料は弊社
営業日・営業時間内にご連絡を頂いた日を基準に発生致します。 

3. 旅行開始前の予約取消に伴う返金は、取消の翌日から起算して７日以内に、減額又は、
旅行開始後の取消による払い戻しは旅行開始日の翌日から起算して３０日以内に払戻

します。 
 

取	 消	 日 
取	 消	 料 

契約解除日／受付基準旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
➀２１日前に当たる日以前の解約 無料 
➁２０日前に当たる日以前の解除（③～⑥を除く） 旅行代金の 20％ 
➂７日前に当たる日以前の解約（④～⑥を除く） 旅行代金の 30％ 
➃旅行開始前日の解約 旅行代金の 40％ 
➄旅行開始日当日１２:００までの解約 旅行代金の 50％ 
➅当日１２:００以降または無連絡不参加 旅行代金の 100％ 
 
 
 
 
 
 
 



申込先：ＫＩＪトラベル 
ＴＥＬ：025-285-5661 
ＦＡＦ：025-285-5655 

2016年第 6回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・新潟 
 

	 	 2015年	 	 	 月	 	 	 日 

 
旅行条件書に記載の旅行条件及び、旅行手配のために必要な範囲内での輸送、宿泊期間等への個人情報の提供についえ同意の上、下記旅行を申し込みます。 
 

団	 体	 名 
※個人の場合は必要ありません ふりがな 

代表者 
氏	 名 

 

住所 
（書類送付先） 

〒 

電話番号  
 

返金時

振込先 

 
	 	 	 	 	 	 	 銀行	 	 	 	 	 	 	 	 	 支店 
 
店番号	 	 	 	 	 口座番号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

携帯番号 
(日中連絡先) 

 

Ｆ	 Ａ	 Ｘ  
 口座人名義 

 

 
宿	 	 泊	 	 者 12日(金)宿泊 13日(土)宿泊 

ふ	 り	 が	 な 
氏	 	 	 	 名 年	 齢 性	 別 申込番号 朝	 食 申込番号 朝	 食 

例 りゅうと	 たろう 
柳都	 太郎 	 30 男･女 Ａ− 1 有・無 Ａ− 1 有・無 

1   男･女  有・無  有・無 

2   男･女  有・無  有・無 

3   男･女  有・無  有・無 

4   男･女  有・無  有・無 

5   男･女  有・無  有・無 

6   男･女  有・無  有・無 

第	 2	 希	 望  有・無  有・無 

第	 3	 希	 望  有・無  有・無 
ご要望ご質問などご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ファミリー】の皆様は選手の競技種目をご記入ください。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 受付確認印 

 
 
 
 
 
 
 

※お申し込み多数の場合はコピーしてご利用ください。申込書控えは必ず保管してください。 

	 宿泊申込書 


