
第９３回選抜高等学校野球大会出場決定！

一般応援団募集

2月23日組合せ抽選会にて、以下試合日程が決定致しました。（雨天順延により変更となる場合がございます）

試合開始 14:20～（第三試合・1塁側）＜往路：新幹線（指定席）利用・復路：新幹線（自由席）利用＞
集合場所：新横浜駅 ※最少催行人員30名 ※添乗員同行 ※ご旅行代金は後日ホームページでご案内

3/24

（水）

13:00～15:00発 のぞみ号(普通車･指定席)  各自移動お客様負担

新横浜駅 =================================== 新大阪駅 ホテル

※ひかり号となる場合もございます 15:15～17:30着 <大阪市内前泊>

食事

夕： ×

3/25

（木）

各自移動お客様負担 各自移動お客様負担 新幹線自由席

甲子園球場（試合応援) 新大阪駅 =============================== 新横浜駅

＜第一試合：三島南or鳥取城北＞ ※新大阪～東京間は新幹線のぞみ号自由席券をお渡しいたします

朝： ×

昼： ×

夕： ×

準
決
勝

３月８日（月）１２時受付開始！学校ホームページ甲子園専用サイトにて

試合開始 9:00～（第一試合・3塁側）＜往路：新幹線（指定席）利用・ホテル・復路：新幹線（自由席）利用＞
集合場所：新横浜駅 ※最少催行人員20名 ※添乗員同行 ※ご旅行代金は後日ホームページでご案内

2
回
戦

準
々
決
勝

告知用
お問合せは０３－５５３９－２９０８まで

1
回
戦

3/20

（土）

日帰り

9:30～10:30発 のぞみ号(普通車･指定席) ＪＲ 徒歩 阪神電車 徒歩

新横浜 ===================== 新大阪 ========= 大阪 梅田 甲子園 甲子園球場（試合観戦）
11:45～13:00頃 ＜第三試合：東海大甲府＞

※ひかり号となる場合もございます。

徒歩 阪神電車 徒歩 ＪＲ 新幹線自由席

甲子園 ｰｰｰｰｰｰｰｰ 梅田 ========= 新大阪 ======================== 新横浜

※新大阪～東京間は新幹線のぞみ号自由席券をお渡しいたします

食事

朝： ×

昼： ×

夕： ×

試合開始 11:10～（第二試合・1塁側）＜往路：新幹線（指定席）利用・復路：新幹線（自由席）利用＞
集合場所：新横浜駅 ※最少催行人員30名 ※添乗員同行 ※ご旅行代金は後日ホームページでご案内

3/27

（土）

日帰り

6:30～7:00発 のぞみ号(普通車･指定席) ＪＲ 徒歩 阪神電車 徒歩

新横浜 ===================== 新大阪 ========= 大阪 梅田 甲子園 甲子園球場（試合観戦）
8:30～9:30頃 ＜第二試合：未定＞

※ひかり号となる場合もございます。

徒歩 阪神電車 徒歩 ＪＲ 新幹線自由席

甲子園 ｰｰｰｰｰｰｰｰ 梅田 ========= 新大阪 ======================== 新横浜

※新大阪～東京間は新幹線のぞみ号自由席券をお渡しいたします

食事

朝： ×

昼： ×

夕： ×

試合開始 11:00～（第一試合・3塁側）＜往路：新幹線（指定席）利用・復路：新幹線（自由席）利用＞
集合場所：新横浜駅 ※最少催行人員30名 ※添乗員同行 ※ご旅行代金は後日ホームページでご案内

3/29

（月）

日帰り

6:30～7:00発 のぞみ号(普通車･指定席) ＪＲ 徒歩 阪神電車 徒歩

新横浜 ===================== 新大阪 ========= 大阪 梅田 甲子園 甲子園球場（試合観戦）
8:30～9:30頃 ＜第一試合：未定＞

※ひかり号となる場合もございます。

徒歩 阪神電車 徒歩 ＪＲ 新幹線自由席

甲子園 ｰｰｰｰｰｰｰｰ 梅田 ========= 新大阪 ======================== 新横浜

※新大阪～東京間は新幹線のぞみ号自由席券をお渡しいたします

食事

朝： ×

昼： ×

夕： ×

決
勝

3/31

（水）

日帰り

8:00～9:00発 のぞみ号(普通車･指定席) ＪＲ 徒歩 阪神電車 徒歩

新横浜 ===================== 新大阪 ========= 大阪 梅田 甲子園 甲子園球場（試合観戦）
10:00～11:00頃 ＜決勝：未定＞

※ひかり号となる場合もございます。

徒歩 阪神電車 徒歩 ＪＲ 新幹線自由席

甲子園 ｰｰｰｰｰｰｰｰ 梅田 ========= 新大阪 ======================== 新横浜

※新大阪～東京間は新幹線のぞみ号自由席券をお渡しいたします

食事

朝： ×

昼： ×

夕： ×

試合開始 12:30～（1塁側）＜往路：新幹線（指定席）利用・復路：新幹線（自由席）利用＞
集合場所：新横浜駅 ※最少催行人員30名 ※添乗員同行 ※ご旅行代金は後日ホームページでご案内



★ まずは学校ホームページで募集内容詳細をご確認ください。

★ 募集するコースは、試合開始時刻によって異なります。

例①）試合開始予定時間が9:00の場合 → 往復JR・前泊プラン（大阪市内ホテル）

例②）試合開始予定時間が11:00以降の場合 → 日帰り往復JRプラン

★ 学校ホームページ内の旅行条件をご確認の上、インターネットにてお申し込みください。

★ 受付期間 1回戦：３月20日（土）14：20 ～ 試合日3日前の17:00まで

2回戦以降：試合終了2時間後（予定）※詳しい時間は学校ホームページをご確認ください

※インターネットによる受付となりますのでクレジットカード決済又はコンビ払いが必須となります。

なお、クレジットカード決済後に取消となった場合には所定の取消料を差し引いた金額を

ご利用頂いたクレジットカードにお戻し致します。

★ 受付サイトは試合毎に設定されます。随時、学校ホームページから受付サイトへアクセスしてください。

・往路の運送機関にご乗車後は、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。

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。

・往路の運送機関にご乗車前（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。

・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。

●アルプス席入場券のみの単独販売はおこなっておりません

●受付に関するご案内●

…お問合せは…
株式会社ＪＴＢ 教育第一事業部

東海大学付属相模高等学校甲子園応援デスク
０３－５５３９－２９０８
担当：大志万・山岡・阿部

【受付時間１０：００～１７：３０】 （営業時間９：３０～１７：３０）

※土曜日曜祝日は3/13より開通致します。

〒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 ： 水谷 正也

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。

旅行企画・実施

株式会社 ＪＴＢ
観光庁長官登録旅行業第64号
日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会会員
東京都品川区東品川2－3－11 JTBビル 〒140-8602

●雨天などで試合が順延した場合について●

●取消料規定について●

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％

旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％

※この契約は募集型企画旅行契約となります。


