Ⅷ World Senior Badminton
世界シニアバドミントン大会 参加日本選手団
大会開催地：インド・コチ市
参加資格：平成27年全日本シニアでベスト「4」に入った方
平成28年全日本シニアでベスト「8」に入った方
各都道府県協会推薦を受けたもの（若干名）

参加締切
29年6月16日
（金）

2年に1回開催のBWF公認大会「第8回世界シニアバドミントン選手権大会」はインド・コチ市で開催決定いた
しました。前大会はオリンピアンが出場する等、非常にレベルが高くなっている同大会にて本年度も「TEAM
JAPAN」一丸となりメダル獲得へ向け戦いましょう。コチ市は小さな港町で観光地が少ない為、空き時間の
（オプショナルツアー）の準備を進めて参ります。尚、皆様が快適にお過ごし頂ける様に下見を終えました。
応援ご家族の皆様もご参加いただけます。現地にて、添乗員兼チームマネージャーは、皆様が円滑にお過
ごし頂ける様にお世話申し上げます。是非皆様のご参加をお待ち申し上げております。

■ 旅行期間：平成29年9月9日（土）～19日（火）＜9泊11日＞
■ 設定出発空港：成田空港・関西空港
■ ツアー代金：￥365,000.- （2名1室利用）＜選手確定後にご請求＞
■ お一人部屋追加代金：￥86,000.■ 最小催行人数：25名様（最小人数に達しない場合ツアー中止になる場合がございます。）
■ 利用予定航空会社：シンガポール航空、シルクエアー
■ ツアー代金に含まれるもの
1）往復のエコノミークラス航空券代金
2）宿泊料金 : 日程表内ホテル9泊（朝食付き）: 予定ホテルより大会会場までチーム専用シャトルバス運行（所用20分程）
3）日程表内に記載の食事
4）コチ空港とホテル間往復の移動費【専用バス】
5）添乗員同行諸費用、チームマネージャー費用
6）エントリー費用（最大3種目）US$150 （ウェルカムギフト付：内容未定）
7）航空機預け手荷物運搬費用 : 無料手荷物許容量(1名様23kg）以内

エントリーは3種目可です。年齢別同種目へ
エントリーする事は出来ません。
例）55+ MS & 55+ MD & 55+ XD は可
例）55+ MS & 50+ MS & 55+ XD は不可

8）インド入国VISA取得実費、取得代行手数料

■ ツアー代金に含まれない内容
1）国内・海外空港税、航空保険料、（5/16現在約￥5,000) 変動制の為、航空券発券時のレートにてご請求致します
2）個人的費用 : 電話代・クリーニング代・ミニバー等
3）日程表記載外の飲食費用
4）パスポート取得時の印紙代、海外旅行傷害保険費用
5）旅程以外で発生する費用（オプショナルツアー等）
6）航空会社超過手荷物料金

■ 旅券残存期間
現地滞在日程（9日間） + 6ヶ月の残存期間、未使用ページが2ページ以上が必要です。
ご自身のパスポート有効期限をご確認ください

主催：（公財）日本バドミントン協会
東京都知事登録旅行業第２－６５５２号 ボンド保証会員

旅行企画・実施手配：イー・ピー・アイ・トラベル株式会社

エントリーについて
◆前回スウェーデン大会のエントリー資格から変更になっておりますので、ご参加者は
（公財）日本バドミントン協会発信の大会要項を必ずご一読ください。
【大会参加資格】
平成27年 全日本シニアバドミントン選手権大会 ベスト「4」に入賞した選手
平成28年 全日本シニアバドミントン選手権大会 ベスト「8」に入賞した選手
各都道府県バドミントン協会が推薦したもの（若干名）
※エントリーに関するご質問は（公財）日本バドミントン協会へお問い合わせください
【種目設定について】
※平成29年1月1日現在の年齢を基準とする
※各種目4枠（男女シングルス各4名、男女ダブルス4組8名、ミックスダブルス4組8名）
①上記参加資格者内でパートナーを組み、ダブルス、ミックスダブルスのエントリー
を認めます。パートナー募集でのエントリーは受け付けない。
②参加資格を取得した年齢枠を優先し、現時点での年齢より資格取得年齢を
優先する。（資格取得年齢が35+で、現在40+の場合、原則35+のエントリーとす
るが、ただし40+に空きがある場合は40+のエントリーを認める）
【エントリー受付】
ツアー参加有無に関わらず、イーピーアイトラベル株式会社が一括しエントリーを受け
付けます。
参加締切日6月16日（金）の後に集約表を（公財）日本バドミントン協会へ移管し
参加選手の精査をおこない一括して日本バドミントン協会よりエントリーを致します。
※パスポート写真ページのコピーを必ず添付の上、エントリーしてください。
【ツアー不参加の方】
エントリー代とは別にチームマネージャー経費をイーピーアイトラベル株式会社へお支
払い頂きます。チームマネージャーの責務に関して、別紙同意書をご参照いただき、お
申込書と、同意書を添えて弊社までお送りください。

【海外旅行傷害保険】
現在の世界情勢、渡航国インドである事をふまえ、必ず加入をしてください。

お申込みのご案内（必ずお読みください）
このツアーは世界シニアバドミントン選手権大会参加の日本代表チーム向けとなります。
別途記載の通り参加資格が設けられておりますので、ご参照のうえお申込みください。
各種目の定員をオーバーした場合、（公財）日本バドミントン協会により調整する事があります。
別紙旅行参加申込書にご記入の上、ＦＡＸ、郵送、e-mailにて下記までお送りください。
イー・ピー・アイ・トラベル株式会社 村田宛
〒101-0024 東京都千代田区岩本町2-7-12 ビルックスNo.3 – 3F
ＴＥＬ 03-5822-5331 ＦＡＸ 03-5822-5069 e-mail : murata@epi-travel.com
■ 旅行参加申込書記入方法について（必ずお読みください）
1）全項目のご記入をお願い致します。
2）参加資格内容（例：平成27年全日本シニアベスト4）等に加え、平成27、28年の成績を
通信欄へ記載してください。モーニングカップ2017の結果があればご記入ください。
3）パスポートをお持ちでない方は、出来る限り早く申請され、後日パスポート番号、発行年月日、
パスポート記載のお名前（ローマ字）をご連絡ください。
パスポートをお持ちでない方も申請時にご記入されるローマ字を申込書へ記入してください。
お客様のご記入された情報を基に国際線航空券の予約を確定いたします。
4）（公財）日本バドミントン協会登録番号をお持ちでない方はご登録をされるようお願い致します。
5）参加年齢枠で年下のクラスへエントリーされる場合、「年下クラスへエントリーする」と通信欄へ
ご記入ください。間違ったエントリーを行わない為の情報として必要です。
6）海外旅行傷害保険を申込みご希望の有無を通信欄にご記入ください。（別料金）
7）お申込み締切は平成29年6月16日（金）です。
8）国内線ご希望の方は通信欄に発着空港を記入してください。（別料金）
※パスポートコピーを必ず一緒にお送りください。エントリー時に添付が必須となりました。
＜個人情報の取り扱いについて＞
お客様の個人情報に関し、旅行参加申込書は大会エントリー時に使用します。
大会エントリー、当社からのご案内を除くそれ以外へ対し、個人情報の転送並びに
利用は致しません。エントリーの際に（公財）日本バドミントン協会にて使用します。
旅行条件

（要旨）

お申込みの際は、別途交付する詳細旅行条件書をお受け取りになりご確認の上、お申込みください。

● 受注型企画旅行約款
（1） この旅行はイー・ピー・アイ・トラベル株式会社（以下、「当社」
といいます）が企画・実施する旅行です。
この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約（以
下、「旅行契約」）を締結したことになります。
（2） ご旅行条件につきましては下記によるほか、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証する確定
書面および当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。
● 旅行の申込み
（1） 当社所定の参加申込書に所定の事項を記入し、下記の申込
金を添えてお申込みいただきます。
（2） 当社では電話、郵便、ファクシミリ、その他通信手段によるお
申込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立して
おらず、当社が予約の承諾を通知した翌日から起算して3日以内に
申込書と申込金を提出していただきます。
（3） 旅行契約は当社が契約の締結承諾し、申込書と申込金を受
領した時に成立するものとします。
（4） お申込金（お一人様につき）

旅行
代金

申込金

25,000円
未満

5,000
円

50,000円
未満

10,000
円

100,000
円未満

20,000
円

100,000
円以上

代金の
30％

● 旅行代金に含まれるもの
旅行日程または本パンフレットに明示した運送機関の
運賃・料金、宿泊費、食事代、および消費税等諸税。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
も払い戻しはいたしません。
● 旅行代金に含まれないもの
前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部を
例示します。
（1）旅程に含まれない交通費、飲食費、クリーニング代
、電話料など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・
サービス料等、燃油サーチャージ・海外空港諸税
● 取消料
お申込み後、お客様のご都合にて旅行を取り消される
場合には、お一人様につき次の取消料をいただきます
。 ※取消日は旅行開始日の前日から起算

1 21日前までに

無

料

2 20日前から8日までに

旅行代金の 30％

3 7日前から2日前までに

旅行代金の 40％

4 前日までに

旅行代金の 50％

5 当日

旅行代金の 80％

6 旅行開始後及び無連絡不参加

旅行代金の100％

●当社の責任
(1)当社は当社又は手配代行の故意または過失によりお客様に損
害を与えた時は損害を賠償いたします。
(2)当社は次の例示する事由で責任を負うものではありません
●旅程保証
旅行日程表に重要な変更が行われた場合には、その内容に応じ
て旅行代金の5％を上限として変更補償金を支払います。
●個人情報の取扱い
当社は旅行申込み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に、
お客様がお申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を受領するための手続
きに要な範囲内で利用させていただきます。
この他当社では、
①当社と連携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。
②旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い
③アンケートのお願い
④特典サービスの提供
⑤統計資料の作成
などに個人情報を利用させていただくことがあります
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2017年1月1日を基準としています。
また、旅行代金は2017年5月15日現在の有効な運賃・規則を基準
として算出しています。

ご旅行のお問い合わせ・お申し込みは
● 最終旅行日程表の案内
確定情報を記載する最終旅行日程表につきましては当社より特に
ご案内のない場合は本パンフレット記載内容をもって替えさせてい
ただきます。
● 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に
あたる日より前にお支払い下さい。

※お客様のお申し出により、旅行代金の変更がある
場合は別途経費をいただきます。
● 旅行内容・旅行代金の変更
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提
供の中止など当社の関与し得ない自由で、また運送
機関の運賃・料金の大幅な改定により、旅行内容・旅
行代金を変更する場合があります。
なお、お客様のお申し出により旅行内容の変更があ
る場合は別途所要経費をいただきます。
また、運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が
異なる場合、お客様の都合で利用人員が変更になっ
た時には、旅行代金を変更することがあります。

総合旅行業務取扱管理者：外山 寛

担当 ： 村田
〒101-0024 東京都千代田区岩本町2-7-12-3Ｆ

Ｔｅｌ：03-5822-5331 Ｆａｘ：03-5822-5069
ホームページ：www.epi-travel.com

営業時間 ： 月～金 09:30～18:00

ツアー不参加者用
同意書
（公財）日本バドミントン協会 御中
私、
は、下記の内容を承諾し、平成29年9月9日－19日まで行われる（公財
）日本バドミントン協会後援による世界シニアバドミントン選手権大会ツアー 催行イーピーアイトラベル株
式会社（以下ツアーと呼ぶ）には自己の責任によりツアー参加をせず、世界シニアバドミントン大会へ参
加致します。記載事項について一切の要望、特別な申し立てをせず日本チームメンバーとして良識・秩
序を重んじ行動する事に同意致します。
【渡航関係について】
①航空券、ホテル等の予約は自己の責任の上で手配致します。
②航空券情報、滞在ホテル名は（公財）日本バドミントン協会へ事前通知するものとする。また変更が生
じた際は速やかに通知するものとする。
③海外旅行傷害保険加入を必須とし、保険証書のコピーを（公財）日本バドミントン協会へ提出する事。
【インド現地にて】
①ツアー参加者専用の体育館シャトルバスは利用できない。
②イーピーアイトラベル株式会社催行の現地オプショナルツアー・サービスはツアー参加者のみが参加・
利用できるものとする。
③ツア－参加者宿泊ホテル内ツアーデスクはツアー参加者のみの施設であり立ち入らない、また利用で
きないものとする。
【ツアー不参加者へのチームマネージャーの役割】
①9月10日実施予定のマネージャーミーティング後の情報通知（原則1回予定）、大会運営者等オフィシ
ャル管理組織との連絡等対応は、ツアー参加有無に関わらず受けられるものとする。
②ツアー不参加の選手へ対し、マネージャー業務は体育館内に限定されるものとする。
※観光案内や現地情報など、試合に関わらない一切の情報提供はツアー催行の前後に関わらず行わ
ないものとする。
③体育館内での怪我、病気、トーナメントドクターとの対応・通訳までを行う。
※病院への同行、怪我・病気での入院・死亡・緊急帰国等、如何なる場合においての一切の手配・同行
はしないものとする。
④如何なる場合であっても、金銭的関与はおこなわない。
⑤（公財）日本バドミントン協会が定めるチームマネージャー費用（1種目参加￥20,000, 2-3種目参加
￥25,000：エントリー代込）を支払うこととし、未払いの場合当該大会には参加できないものとする。
以上の内容を承諾し、世界シニアバドミントン選手権大会へ参加致します。

2017年

月

日

： 署名

