
 
         
第 90回記念選抜高等学校野球大会  

         
＜一般応援＞ アルプス席入場券・応援グッズ付き ※左記の他、先着 700名様へオリジナルタオル 

 

 

 Ａコース  日帰り ＜往復：新幹線＞                                              試合前日の 13:00 まで受付 添乗員 同行します 
［ご注意］ このコースは試合が第一試合となった場合は催行いたしません。（試合開始に間に合わない可能性があるため） 

Ａコースが満員の場合、またはＡコースが設定できない場合は、「往復新幹線自由席」となります。 

１ 

             ＊のぞみ号となる場合がございます。 

6:00-12:00発 ひかり号（普通車：指定席）        各自移動                 阪神電車                              復路は各自移動 

  東京  新横浜  新大阪  大阪  梅田  甲子園  甲子園球場 （試合応援）  

（新大阪駅までは同一行動）  8:30-14:30着     

                             お客様負担                            新幹線自由席 

        甲子園 梅田  大阪  新大阪  新横浜  東京     
       

食事     

朝：×    

昼：○    
夕：×    

 JR  私鉄  徒歩  バス 

 

 Ｂコース １泊２日 ＜往復：新幹線＞（ホテル１泊）                                    試合２日前の 13:00 まで受付  添乗員 同行します 

［ご注意］ このコースは２回戦以降の試合日間隔が短い場合、催行しないことがあります。 

１ 
                         12:00-15:00発               ひかり号（普通車：指定席）                各自移動お客様負担 

                           東京  新横浜  新大阪 ･････････････ ホテル 
＊のぞみ号となる場合がございます。 14:30-17:30着 ＜大阪又は京都又は神戸地区 泊＞ 

食事 

昼：× 
夕：× 

２ 
       各自移動お客様負担                              お客様負担                 新幹線自由席 

 ホテル ････････････････ 甲子園球場 （試合応援） ･････････････ 新大阪駅  新横浜  東京 

                                                      

朝：○ 

昼：× 
夕：× 

※ホテル一覧は裏面をご覧ください ※ホテルの指定はできません 

 JR  私鉄  徒歩  バス 

 

●上記 2コースの共通条件 

①往路は団体チケット（指定席）のため、列車の変更及び自由席・グリーン席への乗車（変更）はできません。 
②復路は新幹線自由席券をお渡し致します。自由席特急券の有効期限は当日のみとなるため、乗車日の変更及び指定席への変更（差額が発生 
する場合はお客様負担となります）をされる場合はお客様自身で「ＪＲみどりの窓口」にて変更をお願い致します。（1回まで無料） 

③添乗員の同行範囲は「Ａ・Ｂコース」について、往路新大阪駅新幹線改札まで（新大阪駅から梅田駅経由甲子園までのチケットは、当日お渡
し致します。）となります。 

 
★ご旅行代金★ ※出発日に応じて旅行代金が若干変動する可能性がございます。 
コース発着駅 東京駅発着  （   ）内こども代金 新横浜駅発着  （   ）内こども代金 旅行代金に含まれるもの 

Ａコース ３７，０００円（２３，０００円） ３６，３００円（２２，６００円） 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、食事代、宿泊代シン

グル利用(Ｂコース)、添乗員費用、ｱﾙﾌﾟｽ席入場券、応援グッズ 

※Ａ・Ｂコースのこども代金については新幹線（小学生代金）・アル

プス席・宿泊費の条件となります。 

Ｂコース ５３，０００円（３９，０００円） ５２，３００円（３７，６００円） 

※大人お一人様当りの代金です。 ※（  ）内はこどもの代金です。 ※小学生未満は無料、ただし座席・ベッドをご利用の場合はこども代金が適用されます。 

 

 

★申込専用 URLは、3/17(土)の 10：00に慶應義塾高等学校同窓会 HPにアップされる予定です★ 
 
受付 Ａコースは試合前日の PM13：00 まで受付いたします。Ｂコースは試合 2日前の PM13：00 まで受付いたします。 

抽選による試合開始時間等による関係で催行されないコースもございます。ご確認の上お申し込みください。 
    ※グループ・団体での参加で、まとまった座席（ご希望に沿えない場合もございます）をご希望の場合は代表の方が

集約の上、お申し込みをお願いいたします。 
 
 
 

★お問い合わせ★ （※お申込み受付は後日アップされる URLのみにて行います。お電話では受付しておりません。） 

ＪＴＢコーポレートセールス教育第二事業部 【受受付付時時間間  平平日日 99::3300～～1177::3300】】  

慶應義塾高等学校甲子園応援デスク ０３－５９０９－８０１５ 

 

  

祝 甲子園出場 
３月１７日（土） １０時 インターネット受付開始 

インターネット受付サイトの開設は 

3 月 17 日（土）10 時からとなります 



★★おお申申込込みみかかららごご出出発発ままででのの流流れれ★★  

 
 

 

 

 

 

 

 

★Ｂコースにお申込みのお客様へ★ 

 
 
 

Ｂコースご利用予定ホテル一覧（※下記いずれかのホテルになりますが、指定はお受けしかねます。） 
大阪キタ：ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞｵｰｻｶ/ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ/ﾘｰｶﾞ中之島ｲﾝ/ﾄｰｺｰｼﾃｨｰﾎﾃﾙ梅田/ﾄｰｺｰｼﾃｨﾎﾃﾙ新大阪/ﾎﾃﾙ阪急ｴｷｽﾎﾟﾊﾟｰｸ/大阪第一ﾎﾃﾙ/ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ大阪/ﾗﾏﾀﾞﾎﾃﾙ大阪/ 

大阪新阪急ﾎﾃﾙ/ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪/ﾎﾃﾙ阪神/新阪急ﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ/ﾊｰﾄﾝﾎﾃﾙ西梅田/ﾎﾃﾙﾓﾝﾄﾚ大阪/大阪東急ｲﾝ/梅田 OS ﾎﾃﾙ/ﾎﾃﾙｲﾙﾓﾝﾃ/ﾎﾃﾙｲﾙｸﾞﾗﾝﾃﾞ梅田/ﾋﾞｽﾀﾌﾟﾚﾐｵ堂島/大

阪新阪急ﾎﾃﾙ/ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ梅田/ﾎﾃﾙ NCB/ｱﾊﾟﾎﾃﾙ大阪天満/ﾊｰﾄﾝﾎﾃﾙ南船場/ｸﾛｽﾎﾃﾙ大阪 大阪ナカ：ﾊｰﾄﾝﾎﾃﾙ心斎橋/ﾆｯｼﾝ･ﾅﾝﾊﾞ･ｲﾝ/ﾎﾃﾙｲﾙｸｵｰﾚなんば/ﾋﾞｽﾀｸﾞﾗﾝﾃﾞ大阪/

新大阪ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ/ｱｰｸﾎﾃﾙ大阪/ﾎﾃﾙﾒﾄﾛThe21/ﾆｭｰｵｰｻｶﾎﾃﾙ心斎橋/西鉄ｲﾝ心斎橋/ﾁｻﾝﾎﾃﾙ心斎橋/なんばﾜｼﾝﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ/ﾎﾃﾙｱｳｨｰﾅ大阪/大阪富士屋ﾎﾃﾙ/ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ inn大

阪/ﾎﾃﾙｱﾙﾃﾞﾊﾞﾗﾝ/ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙﾆｯｾｲ/ﾎﾃﾙﾄﾗｽﾃｨ心斎橋/ﾄﾞｰﾐｰｲﾝなんば/ﾎﾃﾙﾋﾗﾘｰｽ/ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙ大阪天然温泉ﾞ/大阪ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ/ｳﾞｨｱｲﾝ新大阪/大阪ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ/新大阪ｳｪｽﾄ 

新大阪：ﾎﾃﾙﾗﾌｫｰﾚ新大阪/新大阪ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ/新大阪ﾎﾃﾙ/大阪ｺﾛﾅﾎﾃﾙ/ﾚﾑ新大阪/ﾎﾃﾙ法華ｸﾗﾌﾞ大阪/ﾎﾃﾙﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ梅田/ＫＫＲﾎﾃﾙ梅田/大阪梅田ﾎﾃﾙ/ﾊｰﾄﾝﾎﾃﾙ北梅田/ﾎﾃﾙｸ

ﾗｲﾄﾝ新大阪/ﾄﾞｰﾐｰｲﾝ心斎橋/ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞなんば/西鉄ｲﾝ心斎橋/ﾎﾃﾙﾒﾄﾛＴｈｅ21/ﾍﾞｽﾄｳｪｽﾀﾝ心斎橋/ﾀﾞｲﾜﾛﾈｯﾄ上本町/ﾎﾃﾙｵｰｸｽ新大阪/ﾎﾃﾙﾒﾙﾊﾟﾙｸ大阪/ 京都：京都花園

会館/いろは旅館/日昇館尚心亭/旅館銀閣/和泉屋旅館/ﾎﾃﾙ佐野家/ハトヤ瑞宝閣/ｱﾗﾝｳﾞｪｰﾙﾎﾃﾙ京都/ 神戸：神戸ﾎﾟｰﾄﾀﾜｰﾎﾃﾙ/ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸/ﾎﾃﾙﾊﾟｰﾙｼﾃｨ神戸/ﾀﾞ

ｲﾜﾛﾈｯﾄﾎﾃﾙ三宮/ｻﾞ･ﾋﾞｰ神戸/ﾁｻﾝﾎﾃﾙ神戸 

★雨天などで試合が順延した場合について★ 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

※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）JTB コーポレートセールス（東京都千代田区霞が関３－２－５ 〒100-6051 観光庁長官登録旅行業第 176７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旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）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）電話その他通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知したのち、指定する期日までに申込金（旅行代金全額）の支払いをしていただきます。 
（2）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。 

● 取消料：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 取消料（お一人様） 

旅行開始日の前日から 
起算してさかのぼって 

20 日目（日帰り旅行にあっては 10 日目）にあたる日以降の解除 旅行代金の 20％ 

7 日目にあたる日以降の解除 旅行代金の 30％ 

 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％ 

当日の解除 旅行代金の 50％ 

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

●募集人員：Ａ・Ｂコース合計 1,500 名 ●最少催行人員：各コース 30 名 
●添乗員：Ａ・Ｂコース:新大阪駅まで同行します。 
● 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、宿泊費（Ｂコース）、食事代、添乗員費用、アルプス席入場券代、応援グッズ、消費税 
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： 
当社提携の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）を条件にお申込みを受けた場合、 
通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 
(1)契約成立は、当社が電話で旅行契約の締結の承諾通知を発信したときとします。また申込時には「会員番号･カード有効期限」等を通知していただきます。 
(2)「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。 
（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差引いた額を解除依頼日の翌日から起算して 7 日間以内をカード利用日として払い戻します） 

(3)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： 
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。 

● 旅行条件・旅行代金の基準： 
この旅行条件は２０１８年１月２６日を基準としています。旅行代金は２０１８年１月２６日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

 

旅行企画・実施 

株式会社 ＪＴＢコーポレートセールス 
観光庁長官登録旅行業第 1767 号 

日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会会員 

東京都千代田区霞が関３－２－５ 〒100-6051 

(1)往路の新幹線にご乗車後は、雨天等で試合中止･順延になりましても、代金の払い戻しはいたしません。 
  復路を放棄することはできますが旅行代金の払い戻しはいたしません。 
  ツアーが予定通り催行された場合において、お客様の都合で取消しされた場合は下記の取消料を申し受けます。 

(2)往路の新幹線にご乗車前（ご出発前日までを含みます）に雨天中止･順延により試合日が変更となった場合には、お申込みのツアーは 
旅行中止となり、お預かりしている旅行代金は全額払い戻します。 新しい試合日のツアーに参加を希望される方は改めてお申込みください。 

(3)出発当日が雨天でも大会本部より中止の決定が出ない限り、ツアーは出発いたします。 

(4)ツアーご出発後、現地での雨天等により試合が翌日に順延となった場合、又は連戦となった場合、現地での宿泊を希望される方を対象に、 
  当社ではホテルの斡旋（紹介）をすることがあります。その場合、宿泊代金はお客様からホテルへ直接お支払い頂きます。 

…お問合せは… 

株式会社ＪＴＢコーポレートセールス 教育第二事業部 

慶應義塾高等学校 甲子園応援団デスク 

０３－５９０９－８０１５（平日 9:30～17:30） 
〒163-0431 東京都新宿区西新宿 2-1-1新宿三井ビルディング 31階 

総合旅行業務取扱管理者 ： 荒田 学 
 
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、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

 

●このツアーは学校の承認を頂いていますが、学校には一切の責任はありません。   
●学校への直接のお問合わせ･お申込みはご遠慮ください。 ●アルプス席入場券のみの単独販売は行っておりません。  

① お申込み 

・表面記載のインターネット受付専用ホームページよりお申込みください。 

・お申込みの際は代表者の方のお名前、ご人数、コース名、連絡先電話番号（お持ちの方は携帯電話番号）をお知らせ下さい。 

・定員になり次第締め切りとなります。あらかじめご了承ください。  

③  ご出発当日 
ご集合の場所、時刻はお申込み時に電話または、申込後メールでお伝えします。時間に遅れないようご集合ください。 
ご集合の際、銀行振込みの方は「お振込みの控え」を確認させていただきますので忘れずにお持ち下さい。 
※混乱防止のため、当日の集合場所では代金の集金は行いません。必ず事前にお手続きください。  

・ご利用ホテルの指定はできません。ホテル名は原則出発の前日までにご案内させていただきます。ただし試合日までの間隔がない場合、出発当日

の受付時のご案内となることもございます。チケット類のお渡し方法につきましてはお申込み時にご案内させて頂きます。  

②  ご旅行代金のお支払い 

銀行振込もしくはコンビニ決済もしくはクレジットカードでのお支払となります。  

 お振込みは専用ＵＲＬに記載いたします    
※お振込みの際は代表者の方のお名前の前にお申し込みコース名を入力ください。 （例）Ａ スズキタロウ 
※お振込みは電信扱いにてお願い致します。なお振込み手数料はお客様自身にてご負担ください。 

 


