TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge in 蘭越・ニセコ ご宿泊のご案内
ご参加者各位
（株）ニセコリゾート観光協会
平成 31 年 6 月 8 日（土）・9 日（日）ニセコ町周辺におきまして、上記大会が開催されますことを心よりお慶び申し上げま
す。さて、この度「ARK AutoClub of sport」様のご指導のもとに、大会参加者の皆様のご便宜をお図りするため、大会期
間中の宿泊のお世話を(株)ニセコリゾート観光協会が務めさせていただくことになりました。つきましては、下記の取扱要
項に基づき、宿泊の受付を致しますので宜しくお願い申し上げます。

１．宿泊プラン（募集型企画旅行契約）
◆宿泊設定日：平成 31 年 6 月 7 日（金）・8 日（土） ※2 泊分
◆募集人員：500 名（最少催行人員 1 名） ◆添乗員は同行しません。
◆宿泊条件：1 泊 2 食付、1 泊朝食付、1 泊夕食付、1 泊素泊まり（入湯税・税金サービス料込）
◆申込方法：別紙申込書の「必要な部屋数」と「宿泊希望ホテル名」をご記入の上、FAX またはメールにてお申し込み下さい。
◆日程表
＜1 泊 2 食付プラン＞ （※朝食付プランの場合→夕：×、夕食付プランの場合→朝：×、素泊まりプランの場合→朝：× 夕：×）
日次

行

程

食 事
朝：×

１

ご自宅又は宿泊施設･･・・・・・・・・・・・(各自移動、お客様負担）･・・・・・・・・・・・・・・･･･宿泊施設（泊）

昼：×
夕：◯

宿泊施設･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･(各自移動、お客様負担）･･・・・・・・・・・・・・・･･ご自宅又は宿泊施設
２

朝：◯
昼：×

（泊）

夕：◯
朝：◯

３

宿泊施設･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･(各自移動、お客様負担）･･・・・・・・・・・・・・・・･・・・・・・・・・・・ご自宅

昼：×
夕：×

【宿泊についての注意事項】
※料金は大人お 1 人様・1 泊あたりの税込金額です。
※お申込は先着順での受付となります。部屋数に限りがありますのでお早めにお申込み下さい。
※各ホテルの食事条件を変更することはできません。
※館、眺望などの部屋指定はご指定いただけません。その他の部屋タイプをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。
※お部屋の禁煙・喫煙はリクエストとなります。原則消臭対応となります。
また、禁煙・喫煙のリクエストについてはご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
※ご宿泊ホテル・室タイプにつきましては、お申込多数の場合ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承願い
ます。
※先着予約となりますので、ご希望のホテルが取れない場合代替のホテルをご案内させて頂きます。
※ホテルまでの送迎はございませんので、ご了承ください。

ホテル名

部屋タイプ

ニセコノーザンリゾート・
アンヌプリ

洋室

ヒルトンニセコビレッジ

洋室

ホテルニセコアルペン

洋室・和室
和洋室
和室

湯元ニセコプリンスホテル
ひらふ亭

洋室

ホテル甘露の森

和室・和洋室
・洋室

いこいの湯宿いろは

和室

ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭

和室・洋室

ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ

洋室

ロッジモイワ834

グループ
ルーム
シングルCP
和室

ニセコグランドホテル

洋室

定員
3名1室
2名1室
1名1室
3～4名1室
2名1室
1名1室
2～4名1室
1名1室
3名1室
2名1室
1名1室
3～5名1室
2名1室
1名1室
3～5名1室
2名1室
1名1室
3～5名1室
2名1室
1名1室
3名1室
2名1室
1名1室
4名1室
3名1室
2名1室
1名1室
4～5名1室
3名1室
2名1室
1名1室

2（夕朝）食付
6/7（金） 6/8（土）
¥14,000 ¥17,000
¥15,000 ¥18,000
¥21,000 ¥24,000
¥11,000 ¥12,500
¥12,000 ¥13,500
¥19,000 ¥20,500
¥10,500 ¥11,000
¥13,500 ¥14,000
¥11,000 ¥13,500
¥13,500 ¥15,500
¥15,500 ¥18,000
¥10,000 ¥11,000
¥11,000 ¥12,000
¥15,000 ¥16,000
¥9,500 ¥10,500
¥11,000 ¥12,000
¥16,500 ¥17,500
¥9,300 ¥10,300
¥9,800 ¥10,800
¥11,800 ¥16,800
¥9,000
設定なし ¥10,000
¥15,500
¥7,300 ¥7,300
¥9,500 ¥9,500
¥14,000 ¥14,000
¥8,500 ¥8,500
¥7,000 ¥8,000
¥7,500 ¥8,500
¥7,500 ¥8,500
¥12,500 ¥13,500

宿泊プラン一覧
ご旅行代金（宿泊代金）※税金サービス料込
朝食付
夕食付
素泊まり
6/7（金） 6/8（土） 6/7（金） 6/8（土） 6/7（金） 6/8（土）
¥10,000 ¥13,000
設定なし
¥11,000 ¥14,000
¥17,000 ¥20,000
¥7,000 ¥8,500
¥6,000 ¥7,500
設定なし
¥8,000 ¥9,500
¥7,000 ¥8,500
¥15,000 ¥16,500
¥14,000 ¥15,500
¥7,000 ¥7,500
設定なし
¥10,000 ¥10,500
¥9,000 ¥11,000
設定なし
¥11,000 ¥13,500
¥13,500 ¥16,000
¥7,000 ¥8,000 ¥9,000 ¥10,000 ¥6,000 ¥7,000
¥8,000 ¥9,000 ¥10,000 ¥11,000 ¥7,000 ¥8,000
¥12,000 ¥13,000 ¥14,000 ¥15,000 ¥11,000 ¥12,000
¥7,500 ¥8,500 ¥8,500 ¥10,000
設定なし
¥9,000 ¥10,000 ¥10,500 ¥11,500
¥14,500 ¥15,500 ¥15,500 ¥17,000
¥6,300 ¥7,300 ¥8,300 ¥9,300 ¥5,300 ¥6,300
¥6,800 ¥7,800 ¥8,800 ¥9,800 ¥5,800 ¥6,800
¥8,800 ¥13,800 ¥10,800 ¥15,800 ¥7,800 ¥12,800
設定なし
¥4,800
¥6,000
¥9,000
¥5,500
¥5,500
¥6,000
¥6,000
¥11,000

¥4,800
¥6,000
¥9,000
¥5,500
¥6,500
¥7,000
¥6,000
¥11,000

設定なし
¥6,500
¥7,000
¥7,000
¥12,000

¥7,500
¥8,000
¥8,000
¥13,000

¥3,800
¥4,800
¥7,000
¥4,500
¥5,000
¥5,500
¥5,500
¥10,500

¥3,800
¥4,800
¥7,000
¥4,500
¥6,000
¥6,500
¥6,500
¥11,500

朝食時間

夕食時間

7:00～9:30

17:30～21:00

6:30～10:30

17:30～21:30

7:00～9:00

18:00～20:30

7:00～9:30

18:00～20:30

7:00～9:30

17:30～19:30
（21:00ｸﾛｰｽﾞ）

6:50～9:00

17:00～20:30

7:15～9:15

18:00～20:00

6:30～9:30

17:00～20:30

7:00～9:00

18:00～20:00

6:45～9:30

17:15～20:30

（順不同）

（注意事項）
【ニセコアンヌプリ温泉湯心亭】
・24 時～翌朝 6 時まで玄関が施錠され、外出できません。
・お部屋によって、バス・トイレは別となります。全室禁煙です。
【ロッジモイワ 834】
・全室カプセルタイプの部屋となり、トイレ・シャワーブースは共有となります。

２．お申込から確定書面等の受け取りまで
◆お申込・お支払・手続関連
①別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAX またはメールにて申込をお願い致します。
②先着順に受けつけさせて頂きます。お客様のご希望に沿えない場合、FAX またはメールでお知らせ致します。
③5 月 10 日(金)頃までに、請求書をお送り致します。
請求書に記載の期日までにご送金をお願い致します。（振込手数料は各自ご負担下さい）
お振込み後、人数の変更（減少）や取消があった場合、大会後に所定の取消料を差し引いて、ご返金させて頂きます。
領収証は金融機関の受領印のある振込票をもってそれにかえさせていただきます。

◆申 込 締 切
◆請求書送付
◆振 込 期 限

平成 31 年 4 月 26 日（金）
平成 31 年 5 月 10 日（金）頃
平成 31 年 5 月 24 日（金）

必ずお読みください
ご旅行条件（要約）
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）ニセコリゾート観光協会（北海道虻田郡ニセコ町字元町 77 番地 10 北海道知事登録旅行業第 2-458 号。以下「当社」と
いう）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することに
なります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び
当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）必要事項をお申し出のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきま
す。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に申込書
の提出と申込金の支払をしていただきます。
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
（４）お申込金（おひとり）ご旅行代金全額
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13 日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお
支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお
支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
●取消料（宿泊プラン：募集型企画旅行契約）
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
契約解除の日
1．6 日目にあたる日以前の解除
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

取消料（お１人様）
無料
取消人員 14 名以下の場合 ： 無料

2．5 日目にあたる日以降の解除（3～5 を除く）
取消人員 15 名以上の場合 ： 旅行代金の 20％

3．3 日目にあたる日以降の解除（4～5 を除く）

旅行代金の 20％

4．当日の解除（5,を除く）

旅行代金の 50％

5．旅行開始後の解除又は無連絡不参加

旅行代金の 100％

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」
こと（以下「通信契約」といいます。）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取
扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
（１）契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通
知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
（２）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額
の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありま
せん。
●個人情報の取扱について
（１）
当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用さ
せていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサー
ビスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
（２）
当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがありま
す。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供
いたします。
（３）
当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。こ
の個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。
お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2018 年 11 月 1 日を基準としております。又、旅行代金は 2018 年 11 月 1 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出
しています。当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

旅行企画・実施 －お問い合わせ・お申込は－
北海道知事登録旅行業第 2-458 号 一般社団法人全国旅行業協会正会員

(株)ニセコリゾート観光協会
〒048-1512
北海道虻田郡ニセコ町字中央通 142 番地 1 JR ニセコ駅案内所
ＴＥＬ：０１３６（４４）２４６８
ＦＡＸ：０１３６（５５）５７７７
[受付時間] 10：00～17：30（年中無休）
総合旅行業務取扱管理者 岡林 大輔
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不
明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者にご質問ください。

