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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慶び申し上げます。 

このたびは「第 25 回 JOC ジュニアオリンピックカップハンドボール大会」へのご出場おめでとうございます。 

参加される皆様のご便宜をお計りするため、宿泊の斡旋・お弁当の手配を（株）エモック・エンタープライズに

てお取扱いさせていただきます。皆様にご満足していただき、本大会が盛大かつ有意義なものとなりますよう努

めさせていただく所存でございます。皆様のお申込を心よりお待ちしております。 

敬具 

基本方針基本方針基本方針基本方針    

 第 25回 JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会の宿泊および昼食の確保に万全を期することを目的とし、

次のように定めます。 

（１）JOC ジュニアオリンピックカップハンドボール大会事務局（以下「大会事務局」）の宿泊・弁当・交通基本方針

に従って実施します。 

（２）本大会参加者の宿泊場所は指定宿舎とします。指定外の宿泊施設の利用は原則として認められません。 

   指定宿舎以外の宿舎を利用の場合、緊急時の通達ができず、また必要書類の受渡が出来ないことが予想されま

す。尚、指定したホテルの変更は原則として認められません。変更によって生じたすべての紛議や損失は、任

意に宿泊を変更した者がその責任を負うことになります。 

（３）宿泊・弁当に関しては、必ず大会事務局指定業者『（株）エモック・エンタープライズ』（以下「宿泊事務局」） 

   を通じての申込となります。 

（４）宿泊割当は、選手・監督・コーチを優先し、部屋割りは男女別や引率・選手別を考慮して行います。 

（５）ご希望された宿泊施設区分が満室の場合、他の区分の宿泊施設をご案内させて頂きます。 

 

１、取扱（適用）期間１、取扱（適用）期間１、取扱（適用）期間１、取扱（適用）期間    

  平成２８年１２月２２日（木）～２８日（水）６泊７日間（大会前日泊と閉会式後の宿泊を含みます。） 

※但し、天災地変等の特別な事由が生じた場合は、別途考慮します。 

２、宿泊について２、宿泊について２、宿泊について２、宿泊について 

（１）宿泊代金と施設 

   ※宿泊代金は、消費税・サービス料・企画料金を含む１泊２食付き１名様当りの代金です。 

申込 

区分 

施設名 お部屋タイプ 

宿泊代金 

（食事付） 

食事条件 備考 

Ａ 

ダブルツリーby ヒルトン那覇首里城 

（旧：ホテル日航那覇グランドキャッスル） 

Ｓ/Ｔ/ＴＲ/Ｆ 

9,180 円 

夕食・朝食 ※注１ 

ホテルパームロイヤルＮＡＨＡ Ｓ/Ｔ/ＴＲ/Ｆ 夕食・朝食  

ネストホテル那覇 Ｓ/Ｔ/ＴＲ/Ｆ/和 夕食・朝食  

沖縄都ホテル Ｓ/ＴＲ/Ｆ 夕食・朝食  

Ｂ 

スマイルホテル那覇シティリゾート 

（旧：東京第一ホテル那覇シティリゾート） 

Ｓ/Ｔ/ＴＲ/Ｆ 

8,640 円 

夕食・朝食 ※注２ 

パシフィックホテル沖縄 Ｓ/Ｔ/ＴＲ 夕食・朝食 ※注２ 

沖縄ホテル Ｓ/Ｔ/ＴＲ/和 夕食・朝食 ※注２ 

Ｃ 

那覇セントラルホテル Ｓ/Ｔ/ＴＲ/Ｆ 

8,640 円 

夕食・朝食  

ホテル山の内 Ｓ/Ｔ/ＴＲ 夕食・朝食  

琉球サンロイヤルホテル Ｓ/Ｔ/ＴＲ/Ｆ 夕食・朝食  

Ｄ ホテルオーシャン Ｓ/Ｔ/ＴＲ/Ｆ/和 8,100 円 夕食・朝食  

Ｓ：シングル Ｔ：ツイン ＴＲ：トリプル Ｆ：フォース 和：和室 

※注１ １チームあたり、シングルは最大２室までです。 

※注２ 応援父母・応援生徒（監督・コーチ・選手以外の方）の代金はプラス 540 円 です。 

上記、申込区分内の施設をご検討のうえ、申込み記号を申込書にご記入ください。 



（２）お部屋タイプ 

   ※シングルは監督・コーチのみ希望を承ります（確約は出来かねます）。 

選手、応援父母、応援生徒につきましては「宿泊事務局」にお任せ頂きます。 

（ツインルーム以上のお部屋を基準とします。） 

   ※ツイン・トリプル・フォースルーム使用の場合、エキストラベッド対応となる場合がございます。 

 

（３）欠食控除について 

   ※１泊２食付を基準としますが、監督会議などで夕食を欠食される場合は宿泊代金から夕食代を控除 

いたします。 

 

（４）配宿について 

   ※宿泊施設を指定してのお申込みは受付できません。 

   ※配宿は大会本部と協議のうえ行います。各宿泊区分及び宿泊施設の収容人員が定員に達した場合は、希望区

分以外へ又は事前にご相談のうえ希望宿舎以外への配宿を行う場合がございます。予めご了承ください。 

   ※監督（引率）・選手と応援父母・応援生徒の宿泊施設は異なる場合がございます。予めご了承ください。 

   ※未就学幼児で保護者に添寝、食事不要の場合は宿泊代金を控除出来る場合がございますので、申込み時にお

伝えください。 

   ※駐車場はホテルによって異なります（有料の場合あり）。満車の場合には近隣コインパーキングをご利用頂く

場合もございます。宿舎決定後に各宿舎へ直接お問い合わせください。 

 

３、弁当について３、弁当について３、弁当について３、弁当について    

        周辺には食事施設が少ないため、お弁当のお申込みをお奨めします。当日販売はございませんので必ず事前に 

お申し込みください。 

（１）取扱期間 平成２８年１２月２４日（土）～２７日（火） 

        事前お申込分をチーム毎に、大会会場にてお引渡しいたします。 

（２）代  金 弁当１食 ８５０円 （税込）：お茶付 

（３）弁当の引き換えは、１０：３０～１３：３０の間に競技会場弁当引換所にて事前に送付します弁当引換券と 

交換いたします。 

（４）弁当の空き箱回収を行います。空き箱は指定の場所に１５：００までにお持ちください。 

 

４、交通について４、交通について４、交通について４、交通について    

 飛行機、貸切バス、レンタカーの手配を承ります。 

宿泊とセットにしたお得なセットプランにてご案内させていただきますので、別紙、「セットプランのご案内」を 

ご参照ください。 

  

５、国内旅行傷害保険について５、国内旅行傷害保険について５、国内旅行傷害保険について５、国内旅行傷害保険について    

 旅行傷害保険は任意となっております。別紙「ＡＩＵの国内旅行傷害保険」チラシをご確認いただき、 

加入希望の場合はお申込書の右２列の欄に○と生年月日を、希望されない場合は×をご記入ください。 

保険料はお一人様あたり５００円となります。 

 期間は 12/22～12/28 の７日間、自宅出発～帰宅までです。（帰宅された時点で保険期間は終了します） 

 

６、変更・取消について６、変更・取消について６、変更・取消について６、変更・取消について    

宿泊取消料：ご契約成立後に解除される場合は、施設規定の取消料を申し受けます。 

（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって） 

      取消料は施設によって異なりますので、配宿決定後書面にてご案内いたします。 

弁当取消料：個数変更及び取消しは１２月２１日（水１２月２１日（水１２月２１日（水１２月２１日（水））））１７：００まで１７：００まで１７：００まで１７：００まで承ります。 

      以降の取消しは１００％の取消料を申し受けます。（２～３個程度の変更はご相談ください） 

 

 

 ※お申込後の変更・取消につきましては、必ず※お申込後の変更・取消につきましては、必ず※お申込後の変更・取消につきましては、必ず※お申込後の変更・取消につきましては、必ずメールかメールかメールかメールかＦＡＸにてお願いいたします。ＦＡＸにてお願いいたします。ＦＡＸにてお願いいたします。ＦＡＸにてお願いいたします。    

お電話での変更・取消はお受け出来ません（大会期間中は、競技会場の宿泊事務局デスクにて承ります）。 

  

 

 

 



７、お申込のご案内７、お申込のご案内７、お申込のご案内７、お申込のご案内    

(１)お申込方法 

 出場が決定しましたら、所定のお申込書に必要事項をご記入の上、出場が決定しましたら、所定のお申込書に必要事項をご記入の上、出場が決定しましたら、所定のお申込書に必要事項をご記入の上、出場が決定しましたら、所定のお申込書に必要事項をご記入の上、    

エモック・エンタープライズ「宿泊事務局」宛にエモック・エンタープライズ「宿泊事務局」宛にエモック・エンタープライズ「宿泊事務局」宛にエモック・エンタープライズ「宿泊事務局」宛にメールもしくはメールもしくはメールもしくはメールもしくはＦＡＸにてお申込ください。ＦＡＸにてお申込ください。ＦＡＸにてお申込ください。ＦＡＸにてお申込ください。    

shukuhakushukuhakushukuhakushukuhaku----handballhandballhandballhandball@amok.co.jp@amok.co.jp@amok.co.jp@amok.co.jp（メール）（メール）（メール）（メール）０３－３５０７０３－３５０７０３－３５０７０３－３５０７－９７７１（ＦＡＸ）－９７７１（ＦＡＸ）－９７７１（ＦＡＸ）－９７７１（ＦＡＸ）    

 

(２)申込締切日について 

 申込締切日は、平成２８年１０月２８平成２８年１０月２８平成２８年１０月２８平成２８年１０月２８日（日（日（日（金金金金）１８：００）１８：００）１８：００）１８：００までまでまでまでとします。 

 

(３)宿泊・弁当の確認書発送について 

 平成２８平成２８平成２８平成２８年年年年１２月７１２月７１２月７１２月７日（水日（水日（水日（水）まで）まで）まで）までに、申込責任者（書類送付先）宛に、確認書類・請求書をＦＡＸ及び郵送 

いたします。 

 ※万一期日までに書類が届かない場合は、恐れ入りますがご連絡をいただきますようお願いいたします。 

 

(４)お支払いについて 

 平成２８年１２月１６平成２８年１２月１６平成２８年１２月１６平成２８年１２月１６日（日（日（日（金金金金））））までまでまでまでに、弊社指定口座へお振り込みください。振り込み手数料はお客様ご負担 

にてお願い申し上げます（指定口座は請求書送付時にご案内いたします）。 

 

(５)返金について 

振込後、変更・取消などにより返金が生じた場合、大会終了後、申込書に記載していただいたお客様指定の 

口座へ振り込みいたします。 

 

(６)領収証について 

確認書送付時に領収証発行依頼書を送付いたします。必要事項をご記入の上ご返送ください。 

なお、領収証の送付は大会終了後、ご指定の送付先に郵送いたします。 

 

 

 

旅行業務旅行業務旅行業務旅行業務法令順守について法令順守について法令順守について法令順守について    

・本大会におけるお客様との旅行契約タイプ 

宿泊は「受注型企画旅行契約」、弁当・交通は「手配旅行契約」となります。添乗員は同行いたしません。 

本大会におけるお客様との契約締結、変更、解除については当社旅行業約款（受注型企画旅行契約）によります。 

・一般貸切旅客自動車運送事業（貸切バス手配）の新運賃・料金制度について 

 平成 26 年 4月 1 日、国土交通省各運輸局長より道路運送法第 9 条の 2 第 2 項に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金

の変更命令について処理要項が公示されました。弊社ではご契約いただいたお客様の安全を最優先に考え、新運賃・料金事前 

届出を行っていないバス業者とは一切契約をいたしません。 

・緊急事故に対する旅行会社としての対応・対策 

 緊急事故が発生した場合には、当社の危機管理対応体制に基づき事故対策本部を設置し、広報担当・旅客渉外担当・業務渉外担

当・総務経理担当・現地派遣担当者が事故の内容・状況に応じた対応をいたします。 

【旅行企画・実施／お問合せ先】 

観光庁長官登録旅行業第 1144 号 

株式会社エモック・エンタープライズ株式会社エモック・エンタープライズ株式会社エモック・エンタープライズ株式会社エモック・エンタープライズ    東京本社東京本社東京本社東京本社    

〒105-0003 東京都港区西新橋 1-19-3 第 2 双葉ﾋﾞﾙ 2 階 

総合旅行業務取扱管理者：近藤 英隆 

営業時間：月～金／09：30～18：00（土・日・祝日休業日） 

 

第第第第 25252525 回回回回 JOCJOCJOCJOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会宿泊事務局ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会宿泊事務局ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会宿泊事務局ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会宿泊事務局    

ＴＥＬ：０３－３５０７－９７７７ＴＥＬ：０３－３５０７－９７７７ＴＥＬ：０３－３５０７－９７７７ＴＥＬ：０３－３５０７－９７７７    

ＦＡＸ：０３－３５０７－９７７１ＦＡＸ：０３－３５０７－９７７１ＦＡＸ：０３－３５０７－９７７１ＦＡＸ：０３－３５０７－９７７１    

担当：川口 徹也／西 実里 

 

 

 



������������ セットプラン ������������ 
お申込についてのご案内 

    

    

    

    

宿泊（朝食・夕食付）・飛行機・お弁当をセットにしたお得なセットプランをご用意しました。 

オプショナルプランとして、貸切バス・レンタカーの追加も可能です。 

    

セットプランに含まれる項目（お一人様あたり） 

１、宿泊代 （１２／２３ｉｎ～１２／２７ｏｕｔ ４泊５日間） 

２、朝食 （４回）・お弁当（４回）・夕食（４回） 

３、往復航空券代 （往路１２／２３・復路１２／２７） 

    

セットプランのご注意点 

※１、飛行機は空席が無くなり次第販売を終了します。 

※２、飛行機は予約手続き後の日付・便名変更はできません。 

※３、旅行開始後の宿泊のキャンセルはできません。（取消料１００％） 

※４、泊数が前後する場合はご相談ください。 

    

■セットプラン料金（最低価格～）※ホテル一覧申込区分Ｄを適用した場合■ 

 

発着空港（一例）発着空港（一例）発着空港（一例）発着空港（一例）    日数日数日数日数    料金（最低価格～）料金（最低価格～）料金（最低価格～）料金（最低価格～）    

羽田発着羽田発着羽田発着羽田発着 ４泊５日４泊５日４泊５日４泊５日 ￥￥￥￥７９，８７９，８７９，８７９，８００～００～００～００～ 

札幌発着札幌発着札幌発着札幌発着 ４泊５日４泊５日４泊５日４泊５日 ￥￥￥￥９１，１９１，１９１，１９１，１００～００～００～００～    

中部発着中部発着中部発着中部発着 ４泊５日４泊５日４泊５日４泊５日 ￥￥￥￥８８，８２８８，８２８８，８２８８，８２０～０～０～０～ 

関西・伊丹発着関西・伊丹発着関西・伊丹発着関西・伊丹発着 ４泊５日４泊５日４泊５日４泊５日 ￥￥￥￥８３，７８３，７８３，７８３，７００～００～００～００～ 

福岡発着福岡発着福岡発着福岡発着 ４泊５日４泊５日４泊５日４泊５日 ￥￥￥￥７１，１７１，１７１，１７１，１００～００～００～００～ 

 

 

例）12 月 23 日（金）～4 泊 ホテル区分Ｄ ホテルオーシャン宿泊 

12 月 23 日（金）午前便 羽田空港 ～ 那覇空港 

  12 月 27 日（火）夕方便 那覇空港 ～ 羽田空港 

  朝食 4 回・お弁当 4 回・夕食 4回 の場合．．． 

【お一人様あたり￥７９，８００】【お一人様あたり￥７９，８００】【お一人様あたり￥７９，８００】【お一人様あたり￥７９，８００】    

    

 

・上記空港以外でもセットプランの適用をさせていただきますので、希望の空港をご記入ください。 

 

・表示価格はセットプランを適用した場合の最低料金です。各機関の空き状況によって料金は変動

致しますのでご注意ください。 



交通申込書に必要事項をご記入のうえ、 

エモック・エンタープライズ「宿泊事務局」宛にメールもしくはＦＡＸにてお送りください。 

 

（１）ホテルをお選びください。 
 チーム様へお渡ししております「宿泊・弁当・交通要項」内に記載されているホテル一覧からお選びください。 

 

（２）フライトをお選びください。 
全日空・日本航空にて航空券手配をさせていただきます。希望の時間帯をお選びください。 

（下記は国内主要空港と那覇空港を結ぶフライトの一例です。記載のある空港以外でも手配が可能です。） 

 

  

那覇空港発着便例（下記に記載のある空港、フライト以外でも手配が可能です。） 

■札幌（新千歳）空港発 ■羽田空港発 ■中部空港発 ■関⻄空港・伊丹空港発 ■福岡空港発 

朝便 
 

朝便 
羽田 06：00〜09：00 発 

朝便 
中部 06：00〜09：00 発 

朝便 
関⻄/伊丹 07:00〜09:00 発 

朝便 
福岡 07：00〜09：00 発 

 那覇 09：00〜12：00 着 那覇 08：00〜12：00 着 那覇 10：00〜12：00 着 那覇 09：00〜11：00 着 

午前便 
羽田 09：00〜12：00 発 

午前便 
羽田 09：00〜12：00 発 

午前便 
中部 09：00〜12：00 発 

午前便 
関空/伊丹 09:00〜12:00 発 

午前便 
福岡 09：00〜12：00 発 

那覇 12：00〜15：00 着 那覇 12：00〜15：00 着 那覇 12：00〜15：00 着 那覇 12：00〜15：00 着 那覇 11：00〜14：00 着 

午後便 
 

午後便 
羽田 12：00〜15：00 発 

午後便 
中部 12：00〜15：00 発 

午後便 
関空/伊丹 12:00〜15:00 発 

午後便 
福岡 12：00〜15：00 発 

 那覇 15：00〜18：00 着 那覇 15：00〜18：00 着 那覇 15：00〜18：00 着 那覇 14：00〜17：00 着 

⼣⽅便 
 

⼣⽅便 
羽田 15：00〜18：00 発 

⼣⽅便 
 

⼣⽅便 
 

⼣⽅便 
福岡 15：00〜18：00 発 

 那覇 18：00〜21：00 着   那覇 17：00〜20：00 着 

夜便 
 

夜便 
羽田 18：00〜21：00 発 

夜便 
中部 18：00〜21：00 発 

夜便 
関空/伊丹 18:00〜21:00 発 

夜便 
福岡 18：00〜21：00 発 

 那覇 21：00〜23：00 着 那覇 21：00〜23：00 着 那覇 21：00〜23：00 着 那覇 20：00〜23：00 着 

■札幌（新千歳）空港⾏ ■羽田空港⾏ ■中部空港⾏ ■関⻄空港・伊丹空港⾏ ■福岡空港⾏ 

朝便  朝便 
羽田 06：00〜09：00 発 

朝便 
 

朝便 
那覇 07：00 発〜08：00 発 

朝便 
那覇 07：00〜09：00 発 

那覇 09：00〜12：00 着  関⻄/伊丹 09:00〜10:00 着 福岡 09：00〜11：00 着 

午前便 
 

午前便 
羽田 09：00〜12：00 発 

午前便 
那覇 09：00〜12：00 発 

午前便 
那覇 09：00〜12：00 発 

午前便 
那覇 09：00〜12：00 発 

 那覇 12：00〜15：00 着 中部 12：00〜14：00 着 関空/伊丹 11:00〜14:00 着 福岡 11：00〜14：00 着 

午後便 
羽田 12：00〜15：00 発 

午後便 
羽田 12：00〜15：00 発 

午後便 
那覇 12：00〜15：00 発 

午後便 
那覇 12：00〜15：00 発 

午後便 
那覇 12：00〜15：00 発 

那覇 15：00〜18：00 着 那覇 15：00〜18：00 着 中部 14：00〜18：00 着 関空/伊丹 14:00〜18:00 着 福岡 14：00〜16：00 着 

⼣⽅便 
 

⼣⽅便 
羽田 15：00〜18：00 発 

⼣⽅便 
那覇 15：00〜18：00 発 

⼣⽅便 
那覇 15：00〜18：00 発 

⼣⽅便 
那覇 15：00〜18：00 発 

 那覇 18：00〜21：00 着 中部 18：00〜20：00 着 関空/伊丹 18:00〜20:00 着 福岡 16：00〜19：00 着 

夜便 
 

夜便 
羽田 18：00〜21：00 発 

夜便 
那覇 18：00〜21：00 発 

夜便 
那覇 18：00〜21：00 発 

夜便 
那覇 18：00〜21：00 発 

 那覇 21：00〜23：00 着 中部 20：00〜23：00 着 関空/伊丹 20:00〜23:00 着 福岡 19：00〜23：00 着 

※上記は予定スケジュールとなっております。詳しくは各航空会社のＨＰにてご確認ください。 
 

（３）貸切バス（追加料⾦） 
 大型バス、中型バス、小型バス を取り揃えております。台数に限りがございますのでお早めにお申込み 

ください。 

料⾦例）那覇市内ホテル＝試合会場 １往復  中型バス１台 ￥６５，０００（税込） 
 
 
（４）オプションでレンタカーもお付けいただけます。（追加料⾦） 
 弊社ではオリックスレンタカー「まるごとドライブ」プランをご用意しております。詳しい料金はお問い合わせ 

ください。 

 

   

 

■ＳＫクラス 
 
 
 

 
（全て４人乗り） 
代表⾞種：ワゴンＲ、ムーブ 

 

■Ｓクラス 
 
 
 
 
（全て５人乗り） 
代表⾞種：フィット、デミオ 

 

■Ａクラス 
 
 
 
 
（全て５人乗り） 
代表⾞種：カローラアクシオ、 

ノート 

■ＷＡクラス 
 
 
 
 
（全て８人乗り） 
代表⾞種：ステップワゴン、 

セレナ 

■ＷＢクラス 
 
 
 
 
（全て１０人乗り） 
代表⾞種：ハイエース、キャラバン 

■ＥＡクラス 
 
 
 
 
（５人乗り） 
代表⾞種：フィットハイブリッド 

■ＥＢクラス 
 
 
 
 
（５〜７人乗り） 
代表⾞種：フリードハイブリッド 

■ＥＣクラス 
 
 
 
 
（５人乗り） 
代表⾞種：プリウス 1.8 

 


