
第２６回全日本ﾘﾚｰｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会 

宿泊プラン/航空セットプランのご案内 

１２月０３日（日）に香川県で開催される表記大会の参加者の皆様に便利な宿泊のプランと、 

羽田空港からの往復航空券と現地移動用のバスをセットした大変便利なプランをご用意させて 

いただきました。部屋数に限りがございますので、先着順でのお申込となります。 

下記要綱をご確認の上、ぜひご利用ください。 

 

【宿泊プランのご案内】 平成２９年１２月２日（土）ご宿泊 １泊２日 

前後の日程との連泊のご希望も承ります。詳しくはご相談ください。 

◎宿泊プランの施設・料金・諸条件 

  料金は、１泊２食付（Ｋ２とＳ１は１泊朝食付）諸税込 大人おひとり様あたりです。 

  子供・幼児代金はお問合せください。 

   【宿泊代金】            単位：円 

地区 宿泊施設名 部屋ﾀｲﾌﾟ ４/５名様１室 ３名様１室 ２名様１室 １名様１室 

琴平町 

こんぴら 

温泉地区 

Ｋ１ こんぴら温泉 

         湯元八千代 

和室 4～５名定員 9,500    

ことね館洋室トリプル◆  11,500 12,000  

Ｋ２ 琴平リバーサイドホテル 洋室★   9,500 9,900 

Ｋ３ つるや旅館 和室 4～５名定員 9,500 11,500 12,000  

丸亀地区 Ｍ１ オークラホテル丸亀 洋室▼  9,900 9,900 9,900 

Ｍ２ ホテルルートイン丸亀 洋室▼   9,500 9,500 

坂出地区 Ｓ１ ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ坂出北ｲﾝﾀｰ 洋室▼   6,800 6,800 

※大会会場まで、琴平町：約９km 車 20分／丸亀:約 20km 車 40分／坂出:約 20km 車 35分。 

表中斜字の琴平ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙとﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ坂出ｲﾝﾀｰは朝食付き、他は夕朝食付の料金です。 

部屋ﾀｲﾌﾟ:◆印ﾊﾞｽ無ﾄｲﾚ付。★印２名利用はﾂｲﾝ、１名利用はｼﾝｸﾞﾙ、いずれもﾊﾞｽ無ﾄｲﾚ付。 

     ▼印２・３名利用はﾂｲﾝ（＋ｴｷｽﾄﾗ）１名利用はｼﾝｸﾞﾙ、いずれもﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ付。 

≪宿泊プランスケジュール≫ 食事条件：朝１回・昼０回・夕 1 回（斜字料金は夕 0 回） 

12/2 ご自宅～ （お客様負担）～琴平・丸亀・坂出  各ホテル・旅館  

12/3 琴平・丸亀・坂出 各宿舎～（お客様負担）～大会会場～（お客様負担）～ご自宅 

【お得な航空セットプランのご案内】 １２月２日（土）出発 ２日間 

≪スケジュール≫ 1 日目〔12 月 02 日（土）〕 

ＨＧ－１コース   羽田空港 07：45 発/ＪＡＬ４７５便 ・・・・・ 高松空港 09：05 着 

〔トレーニング    高松空港 ・・・ トレーニングコース（10：00～15：00） ・・・ 開会式会場 

コースプラン〕                 ・・・ 琴平・丸亀・坂出各宿舎（18：00～18：30 着） 

ＨＧ－２コース 羽田空港 07：45 発/ＪＡＬ４７５便 ・・・・・ 高松空港 09：05 着 

〔自由観光       高松空港 ・・・ 琴平町内自由散策（10：30～14：30） ・・・  

プラン〕      ・・・ 開会式会場 ・・・ 琴平・丸亀・坂出 各宿舎（18：00～18：30 着） 

ＨＧ－3 コース 羽田空港 13：45 発/ＪＡＬ４81 便 ・・・・・ 高松空港 15：05 着 ・・・・ 

〔午後発プラン〕 ・・・ 開会式会場 ・・・ 琴平・丸亀・坂出 各宿舎（18：00～18：30 着） 



２日目〔１２月０３日（日）〕 

ＨＲ－１コース 各地区宿舎（7：15～7：45 発） ・・ 競技会場（7：45～8：15 着/14：30 発） ・ 

〔早帰りプラン〕     ・・ 高松空港 15：45 発/ＪＡＬ４８２便 ・・・・・ 羽田空港 17：00 着 

ＨＲ－2 コース 各地区宿舎（7：15～7：45 発） ・・ 競技会場（7：45～8：15 着/16：00 発） ・ 

・・ 高松空港 17：45 発/ＪＡＬ４８４便 ・・・・・ 羽田空港 19：00 着 

凡例：・・・：航空機 ・・・：貸切バス 食事条件：朝１回・昼０回・夕 1 回（斜字料金は夕 0 回） 

 

１日目／２日目の各コースは組み合わせてご利用が可能です。 

基本代金  ＨＧ－３＋ＨＲ－１＋Ｓ１ （ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ坂出北ｲﾝﾀｰ）の場合   

基本代金 大人お一人様  ４４，３００円 

往路アレンジ ＨＧ－１ 、 ＨＧ－２ の場合いずれも お一人様追加代金 １，８００円 

復路アレンジ ＨＲ－２ の場合              お一人様追加代金 １，０００円 

他の宿泊プランご利用の場合、Ｓ１宿泊代金（６，８００円）との差額が加算となります。 

例）オークラﾎﾃﾙ丸亀利用の場合、9,900円－6,800円＝3,100円を加算し47,400円になります。 

 

【旅行代金】 

◎宿泊プラン    宿泊代金 ＝ 旅行代金 

◎航空セットプラン 基本代金 ＋ 宿泊代金差額 ＝ 旅行代金     となります。 

 

【申し込み方法】 

原則として先着順といたします。定員に達し次第終了となります。予めご了承下さい。 

クラブ・都道府県単位でのお申し込みの場合、宿泊プランは概数での受付もいたします。 

詳しくは申込先にご相談ください。 

申し込みは、次ページの申し込み先にメール又はＦＡＸにてお願いいたします。 

受付できましたら折返しメールないしＦＡＸで返信させていただきます。 

また、１０月３０日頃までに確認書類を発送させていただきます。 

申し込み時にご連絡いただく内容 

〔宿泊プランの場合〕 

① 団体名、クラブ名  ②代表者名   ③人数・男女別  

④ 希望施設番号・部屋タイプの希望  ⑤代表者の連絡先 （住所・電話番号） 

〔航空セットプランの場合〕 

上記に加え、ご利用者全員のお名前・年齢・性別が必要です。 

 

＜別紙のお申込用紙をお使いいただくと便利です。＞ 

申し込み締切： 〔宿泊プラン〕１０月２０日（金） 正午まで 

        〔航空セットプラン〕９月２９日（金） 正午まで 

                （以降空室のある場合のみ追加募集いたします） 

次ページの募集要項・旅行条件を確認の上、お申し込み下さい。 



＜募集要項・旅行条件＞ 
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 旅行企画･実施： 

㈱日本旅行東日本法人セールスセンター 
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hirofumi_kobayashi@nta.co.jp 
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