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大大会会参参加加チチケケッットト・・宿宿泊泊ののごご案案内内



 
ご参加各位 

 

拝啓  皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

｢ジャパン・ジャグリング・フェスティバル 2010｣が、山口市で開催されることを心からお祝い申し上げます。 

本大会に関する参加受付業務を代行させていただくとともに、宿泊についても弊社にてご斡旋させて頂く事にな

りました。 

つきましては、ご案内の内容をご検討の上、お早めにお申込を賜わりますようご案内申し上げます。 

皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。                                                       

敬具 

㈱ＪＴＢ中国四国山口支店 支店長  青木 尚二 
１． 大会参加チケットのご案内                                     
◆大会期間：平成 22 年 9 月 18 日（土）～20 日（月・祝） 

（大会参加費は大会事務局に代行し、ＪＴＢにて収受させて頂きます。） 
※9 月 19 日のゲストステージには、大会参加チケットとは別に、ゲストステージチケット（前売り 2,000 円）が

必要です。 

日本ジャグリング協会会員でも、平成 22 年度の更新をしていない方は非会員料金（年会費 4,000 円を含む）で「継

続」に丸をしてお申し込みください。協会会員でない方は非会員料金でお申し込みいただきますが、会員料金との

差額を年会費に充当して入会していただくことができます。入会希望の方は「新規」に、希望しない方は「入会せ

ず」に丸を付けてください。会員および新規入会の方は、「正会員・学生会員・家族会員」の種別をご記入くださ

い。会員の種別、特典については協会サイト www.juggling.jp を参照してください。 

大会参加チケット、ゲストステージチケットについては、お支払い後のキャンセルには応じかねますのでご注意く

ださい。 

今回、１日分チケットの前売りはいたしませんので、１日のみ参加の方は当日の会場受付に直接お越しください。 
 
２．宿泊のご案内（オプション）                                          

◆宿泊：平成 22 年 9 月 17 日（金）～20 日（月・祝）※宿泊はご希望者のみお申込み下さい。 
◆旅行代金（宿泊料金）一覧 ※下記料金表は素泊まり（食事なし）の料金です。 
地区 ホテル名 お部屋タイプ 宿泊料金 申込記号 備考 

シングル 7,300 円 Ａ－１ 
山口 サンルート国際ホテル山口 

ツイン 6,500 円 Ａ－２ 
ホテルタイプ 山口市内 
朝食付の場合 800 円追加 

シングル 7,500 円 Ｂ－１ 
湯田温泉 ホテルニュータナカ(＊) 

ツイン 6,900 円 Ｂ－２ 
ホテルタイプ 露天風呂あり 
朝食付の場合 1,365 円追加 

湯田温泉 ビジネスホテル冨士の家(＊) シングル 6,300 円 Ｃ 
ホテルタイプ 温泉大浴場あり 
朝食付の場合 1,200 円追加 

湯田温泉 ビジネスホテルうえの(＊) シングル 5,750 円 Ｄ 
ホテルタイプ 温泉大浴場あり 
朝食付の場合 735 円追加 

湯田温泉 よし家旅館(＊) 5 名 1 室 4,900 円 Ｅ 
和風旅館   温泉大浴場あり 
朝食付の場合 1,300 円追加 

（＊）のホテルは別途 1 泊あたり入湯税 150 円が必要です。 
※最少催行人員：1 名様(添乗員は同行致しません。ホテルチェックインはお客様で行なっていただきます。 
※申込み先着準に配宿させていただきます。 
※ご希望のホテルが満室の場合は他のホテルにてご案内させていただきますので、申込書には必ず第 2 希望までご

記入下さい。 

日程 全日程チケット 1 日分チケット（当日のみ販売） 
年齢 大人（19 歳以上） 小人（18 歳以下） 大人（19 歳以上） 小人（18 歳以下） 
会員 6,000 円（当日分 7,000 円） 3,000 円（当日分 3,500 円） 3,500 円 1,500 円 

非会員 10,000 円（当日分 11,000 円） 5,000 円（当日分 5,000 円） 7,500 円 3,500 円 



徒歩約 15～20分 

タクシー約 3分 

徒歩約 5分 タクシー約 8分 

徒歩約 20～25分 

タクシー約 5分 

 

３．会場までのアクセスについて                                                  

会場：山口県維新百年記念公園 山口市維新公園 4丁目 1-1 (TEL:083-922-2754) 

山口市民会館 山口市中央 2 丁目 5-1 (TEL:083-923-1000) 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
４．お申込について                                          
（１）お申込方法 

参加・宿泊のお申込は、別紙お申込書にご記入の上、ＪＴＢ山口支店までＦＡＸ・メールもしくはご郵送下さい。

お申込後の変更・取消の場合も同様に、変更箇所が分かるようにご記入の上、ＦＡＸ・メールもしくはご郵送く

ださい。（お間違い防止の為、電話によるお申込・変更・取消はお受け致しません。） 

※原則、個人でのお申込みになりますが、複数の参加者で申し込む場合、各参加者でとりまとめ、申込書にてお

申込み下さい。 

 

（２）お申込後について 

お申込み締切日から１週間以内に請求書、宿泊確認書などをご送付させて頂きます。諸費用は請求書お受取り後、

請求書に記載の指定口座に期日までにご入金下さい。振込手数料はご参加者ご負担にてお願い申し上げます。な

お、お振込の控えをもって領収証にかえさせて頂きます。 
 

（３）お申込締切日 

宿泊：平成２２年８月２０日（金）必着   
 
大会参加チケット：平成２２年８月２７日（金）必着 

 
 
５．変更・取消料について                                       
変更・取消の場合、以下の取消料を申し受けます。 
※ただし、営業日・営業時間内にご連絡いただいた日を変更・取消日とします。 

 
◆宿泊（宿泊日の前日より起算して）            

変更・取消日 変更・取消料 
20 日目にあたる日以降 宿泊料金の 10％ 

 7 日目にあたる日以降 宿泊料金の 20％ 
宿泊日前日 宿泊料金の 50％ 
宿泊日当日および不泊 宿泊料金の 100％ 

※当大会の宿泊プランは募集型企画旅行となります。 
※ 予約の変更・取消に伴うご返金は大会終了後になりますので、予めご了承ください。 
 
◆大会参加チケット・ゲストステージチケット 
お支払い後のキャンセルは、ご返金できかねますのでご注意下さい。 
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６．大会参加・宿泊に関するお申込・お問合せ先   

   
    

 
 

  

当ご案内（パンフレット）の旅行は次の条件に基づきます。 

●募集型企画旅行契約 

この旅行は、㈱JTB 中国四国（広島県広島市紙屋２-１-２２ 観光庁長官登録旅行業第 1769 号 以下｢当社｣といいます。）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契約を締結することにな

ります。 

ご旅行条件は、各プランごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前に御渡し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。 

●旅行のお申込み及び旅行契約成立 

所定の申込書にご記入いただき、ＦＡＸ、メールまたは郵送にてお申込み下さい。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものといたします。 

●旅行代金のお支払い                                                                     

旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。                                     

●旅行代金に含まれるもの 

各旅行日程（プラン）に明示した宿泊費（宿泊プラン）及び消費税等諸税。                    

●前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 

クリーニング代、電話電報料、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金、ご自宅から発着地までの交通費。 

●個人情報の取扱について 

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にために利用させて頂くほか、お客様がお申込み頂いた 

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受領のための手続きに必要な範囲で利用させて頂きます。 

●この旅行条件は 2010 年 7 月 1 日を基準としております。又旅行代金は 2010 年 7 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。 

㈱JTB 中国四国山口支店 山口コンベンション事務局 
〒753-0086 山口県山口市中市町 1－18(受付時間･月～金 9:30～17:30 土日祝日は休業) 

TEL:083-922-3343／FAX:083-922-3324／E-mail:s_fujimoto746@cs.jtb.jp 

総合旅行業務取扱管理者：佐々木宏治  担当:藤本、萩坂 

(旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り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､上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。) 

ご 旅 行 条 件 （要約） 
お申込みの際には、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下さい 

観光庁長官登録旅行業第 1769

広島市紙屋町 2-1-22〒730-0031


