
招 待  概 要 
  

１．旅行期間 ２０２０年１月１１日(土)～１月１２日(日) １泊２日 

２．訪問地       東京都 

３．食事回数 朝食：１回 昼食：0回 夕食：0回 予定 

４．各地からの利用交通 日本航空・全日空・各種新幹線及び特急列車のいずれかにて 

ご手配をします 

５．宿泊予定ホテル 東京都内もしくは千葉県内にて１泊 １部屋２名利用予定 

（約１泊１名様あたり８，０００～１０，０００円ぐらいのホテルを予定） 

６．添乗員 無し 

 

【ご参加の条件】 

●所定のご返送物などを期日までにご返信いただける方。 

●行程、交通機関（往復航空機、バス等乗り物）に対し、健康上支障なくご利用いただけること。 
●本旅行の往路の到着地・復路の出発地は東京駅もしくは羽田空港に限らせていただきます。   
●下記、諸条件にご同意いただけること。 
①任意の国内旅行傷害保険、ツアー規定以外諸費用などはご本人負担です。 
②当選の権利を、換金することはできません。 
③当選の権利は、本ツアー参加のみ有効となり、他ツアー、他時期への変更はできません。 
④お客様のご希望による日程変更、延泊、減泊、途中参加、離脱や交通機関手段の変更は 
 できません。 

⑤お申込み受付後のご同行者の変更をすることはできません。 
⑥75歳以上の方は後日お送りいたします所定の「健康アンケート」の提出が必要となります。 
⑦優勝者と優勝者のご家族含め 2名様まで無料となります。 
⑧本旅行は、天災地変、戦乱、暴動などにより、旅行日程を変更若しくは旅行の中止をさせてい

ただく場合がございます。 
⑩自由行動中の事故、食中毒、盗難に関しては、弊社は責任を負いかねます。 
⑪万が一のために、各自任意の国内旅行傷害保険にはご加入をおすすめいたします。 
 JTBでもお申し込みを受け付けております。 
⑫ご記入いただいたお客様の個人情報は、お客様との連絡、お申し込みいただいた旅行サービス

の手配と提供の手続きのために利用させていただきます。  

⑬東京都内での決勝トーナメント「太鼓の達人 Nintendo Switchば～じょん！小学生ドンカツ王

決定戦！」にご参加いただきます。 

 
【別紙のお渡しについて】 １２月２３日（月）返信期限（消印有効） 

お申込みに関しての書類は予選大会優勝時にお渡しします 

 

 

旅行権利者 

優勝者ご本人様 

 

※ 万が一ご同行者様のご都合がつかない場合には、優勝者の二親等以内のご親族の方へ 

権利の譲渡が可能です。（下図が対象範囲） 

※ 譲渡する場合は、続柄を国内旅行お伺い書にご記入ください。 
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祖父 ＝＝＝ 祖母 祖父 ＝＝＝ 祖母 義祖父 ＝＝＝ 義祖母 義祖父 ＝＝＝ 義祖母

父 ＝＝＝ ＝＝＝ ＝＝＝ 母 義父 ＝＝＝ ＝＝＝ ＝＝＝ 義母

兄弟姉妹 ＝＝＝ 配偶者 ＝＝＝ 配偶者 ＝＝＝ 配偶者

子 ＝＝＝ 配偶者

孫 ＝＝＝ 配偶者

当選者本人 義兄弟姉妹

 
※本旅行は、保護者のご同行が必要となります。 
※保護者の方のご同行がいただけない場合は、権利放棄となります。 

 

旅行代金に含まれるもの（主催者負担） 

・【飛行機の方】羽田空港～各地の往復国内線航空券代（エコノミークラス） 

・【ＪＲの方】 東京駅～各地の往復新幹線普通車指定席代 

・滞在中のホテル宿泊代（2名 1室 1部屋・朝食付き） 

・東京都ホテル税 

・決勝トーナメント参加権 

※上記費用はご旅行中にお客様の都合により、利用されなくても払戻しは致しません。 

※各地からの JR もしくは飛行機の利用に関しては、ＪＴＢが予選大会を優勝された方の住所より 

算出して指定をさせていただきます。 

※東京までお車で来られた方のガソリン代や高速道路代は自己負担になります。 

  予めご了承をお願い致します。 

 

旅行代金に含まれないもの 

 

・ 前項「旅行代金に含まれるもの」以外 

・ ご自宅から最寄り出発地までの往復交通費・宿泊代 

・ 昼食代・夕食代 

・ 東京都内での交通費 

・ 国内旅行傷害保険 

・ 日程表に記載されていないバス代・食事代など及び消費税等諸税 

・ 団体行動中以外の心づけ 

・ シングルルームへの変更代金（ご希望の場合、主催会社へ都度お問い合わせください） 

・ クリーニング代、電話料その他個人的性質の諸費用 

・ 超過手荷物運搬料 等 

 

（3名様以上の参加の場合） 

3名様以上でご旅行に参加される場合は、個人でのご負担となります。 

ご希望の際は、主催会社へお申し付けください。 

都度お見積り、ご手配の可否を確認いたします。 
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（3名様以上参加の場合においてのキャンセルについて） 

原則として、ご参加の意思を頂戴した上でお申込みを頂戴しておりますが、申込み後、お客様のご

都合により、旅行契約を解除される際は、次の料金を申し受けますので予めご了承ください。尚、旅

行契約解除日とは株式会社 JTB 虎ノ門第五事業部の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し

出いただいた時とします。 

(営業時間など詳細は後述の旅行に関するお問い合わせ窓口を参照ください) 
 

解除の時期 企画料金・取消料 

２０１９年１２月２１日まで ５，０００円 

２０１９年１２月２２日以降 旅行代金の２０％ 

２０２０年１月４日以降 旅行代金の３０％ 

２０２０年１月１０日以降 旅行代金の４０％ 

２０２０年１月１１日以降 旅行代金の５０％ 

無連絡不参加及び旅行開始後の解除 旅行代金の１００％ 

 

免責事項など 

●お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になっ

たと弊社又は現地旅行会社が判断した場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な処理をとらせて

いただきます。これらにかかる一切の費用はご参加者の負担となります。 

●本旅行は優勝者ご家族と株式会社 JTB との旅行契約とし、旅行内容契約に関わる諸事項に関しまし

て株式会社バンダイナムコエンターテインメントはその責を負いません。旅行内容、契約内容に関わる

事項は事前に十分なご確認をお願いします。 

●ご参加者ご自身の責による事故・事件につきましては、今回の旅行手配会社である株式会社 JTBな

らびに、株式会社バンダイナムコエンターテインメントではその責任を負いかねます。 

●滞在中は各自十分な注意を払い行動をお願いします。 

●株式会社 JTBならびに株式会社バンダイナムコエンターテインメントはご参加者各位の生命・身体・ 

財産に対して受けられた損害及び日程変更が次の理由による場合は責任を負いかねます。 

 ※旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変・戦乱・暴動・官公署の命令 

 ※欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 

 ※遅延・運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 

 ※旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 

 

・ 昨今、他人になりすましてのイタズラや詐欺等の被害が発生していることもあり、ご本人様の確認の

ために弊社担当よりご連絡をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。 

・ ご住所やお電話番号等を変更された際には、2020 年 12 月 27 日までに次頁の連絡先までご連絡く

ださい。 

 

権利を失う場合 
●予め東京都内の決勝トーナメントにご参加いただけない方 

●優勝者本人が権利を放棄した場合。(基本的には同行者の方のみのご参加はできません) 

●お申込み書を期日までに提出できない場合。 

●お申込み書を提出後、優勝者が不参加となった場合。 

●法令または、公序良俗に反する行為の恐れのある方及び円滑な旅行に支障をきたす恐れがあると判

断される場合。 

●台風・地震等の天変地異、交通機関のストライキ等、弊社の関与しえない事由により旅行実施不可能

な場合。 

●指定された出発日でご参加いただけない場合。 
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旅行に関する問い合わせ窓口・書類返送先 

旅行の手配、旅行代金のお振込受付、交通機関・宿泊などに関するお問い合わせは下記旅行会社

にて承ります。 

 

 

 株式会社ＪＴＢ 虎ノ門第五事業部 営業第三課 

担当 ：並木（なみき）、海老原(えびはら) 

［住 所］東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング２３F  

［電 話］03-6737-9343 （営業時間 月〜金 9：30～17：30 土日祝休業） ／ ［FAX］ 03-6737-9346 

総合旅行業務取扱管理者：高橋 敬介 
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ご旅程表 

観光庁長官登録旅行業務 第 64号 

(一社)日本旅行業協会正会員 

 
株式会社 JTB 

虎ノ門第五事業部 

〒100-6051 東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング２３階 

TEL：03-6737-9342／FAX：03-6737-9345 

営業時間:９：３０～１７：３０／定休日:土・日曜・祝日・振祝及び 12/30～1/3

休業 

事業部長： 安達 裕介 

総合旅行業務取扱管理者： 高橋 敬介 

担当者： 並木 龍馬 

作成日： 2017年 02月 23日 
 

 

ご参加者 様 

太鼓の達人 ドンカツ王決定戦 東京決勝トーナメント 

ご旅行方面： 東京都   ご参加人数： 34名様（添乗員無し）２名様×１７組 

ご旅行期間： 2020年１月 11 日（土）～2020 年 1月 12日（日）1 泊 2日 ご集合場所： 各地最終案内にて記載します 

作成日：2019年 10月 15日 

日次 月日曜 行程 食事 

1 

1/11 

(土) 

 

  

 

各地 （新幹線もしくは飛行機にて移動） 羽田空港もしくは東京駅             

 

各自にて前泊ホテルへ移動 

 

 
 

ご宿泊：東京都内 
 

朝：× 

昼：× 

夕：× 

2 

1/12 

(日) 

 
 

 
                                

各自チェックアウト後、決勝トーナメント会場へ 

 

決勝トーナメント実施（10：00～17：00を予定） 

 

終了後、各自にて羽田空港もしくは東京駅へ 

 

羽田空港または東京駅 （新幹線もしくは飛行機にて移動） 各地 

 

各地最寄りの空港、駅へ到着後、解散。お疲れ様でした。 

 
 

 

朝：○ 

昼：× 

夕：× 

 

＜凡 例＞ ◎は入場観光／○は下車観光／△は車窓観光   ＜記入例＞ 鉄道◧◧◧ 航空機✈✈✈ 私鉄╪╪╪╪ バス═══ 船～～～ ケーブルカー≂≂≂≂ ロープウェイ≂≂≂≂ 徒歩･･････ 

＜記 号＞ (指)普通車指定席、(自)普通車自由席、(G)グリーン車、(普)普通席、ｴｺﾉﾐｰ、ﾌｧｰｽﾄ、ｸﾗｽ J、ﾌﾟﾚﾐｱﾑｸﾗｽ、(直)直行便、(乗)乗継便、(経)経由便 

＜お願い＞ この旅程は運輸機関のダイヤ改正および各地の道路状況により、多少時間が変更になる場合がございますのでお手数でも現地での出発時間をご確認ください。 

＜写 真＞ 写真はすべてイメージ画像となります。弊社より提出いたしました日程表における写真イラストに関しましては転用をお断りいたします。 

＜その他＞ 添乗員が同行して旅程管理を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


