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第９３回 選抜高等学校野球選手権大会申込に関するご案内（雨天順延新日程版） 

拝啓  

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

   この度は、第 93回選抜高等学校野球選手権大会におきまして、弊社がご準備する専用申込サイトにて 

応援ツアー参加申込を承ることになりました。詳細につきましては、下記の通りです。 

なお、ご入力いただきました個人情報は、細心の注意をもって取扱、今大会利用の目的のみを対象として 

使用させていただきます。 登録いただきました個人情報は、終了後に責任をもって廃棄いたします。 

敬具 

１． 応援ツアー参加申込について 

① JTB申込WEB サイトについて 

   お手持ちのパソコンやスマートフォンから、インターネット経由で情報の入力や入力情報の確認などができる 

申込WEBサイトです。 

② 入力までの流れ 

（１）JTB申込WEB サイトへのアクセス 

   以下の WEBサイトにアクセスしてください。 

https://www.jtb-oa-sys.com 

上記WEBサイトへアクセスする場合 

GoogleChrome MozillaFirefox、   Safariをご利用ください。 

Internet Explorerはご利用できません。 

 

 

 （２）システムへのログイン 

ご利用中の LINE や Facebook、Google などの ID を使うか、メールアドレスとパスワードを設定してシステム 

へのログイン（新規登録）を行います。 

※メール受信設定（迷惑メール設定など）を行っている場合、【@h.jtb.com】ドメインからメールを受信できるように 

設定してください。 

（３）個人情報の入力 

    必須項目など、もれなく入力してください。申込が完了すると自動送信のメールが送られます。 

メールが届かない場合は、お手数ですが、迷惑フォルダをお調べください。 

    本来【旅行申込】のために作成されているサイトのため、サイト上の表現や返信メールの文言が 

一部そぐわないものもございますが、どうぞご了承下さいませ。 

https://www.jtb-oa-sys.com/


（４）ツアー専用のパスコードの入力画面上部の虫眼鏡マーク に 以下のパスコードを入力します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 全て半角文字です。記号や英数、大文字小文字の違いなど、間違いのないように入力してください。 

 

（５）申込期限 

２回戦・準々決勝： ２０２１年３月２４日（水）２３：５９まで※募集定員になり次第、申込を締め切らせてい

ただきます。 

 

２． 応援ツアー出発までの流れ 

 
 

３． お問い合わせ先 

大変お手数おかけいたしますが、ご質問内容によって下記お問合せ先へご連絡をお願いいたします。 

 

 

東海大学菅生高等学校 ２回戦応援ツアー（3/27新日程） 

専用パスコード：p5db6oJWCc 

東海大学菅生高等学校 準々決勝応援ツアー（3/28新日程） 

専用パスコード：vD8sZzyZAo 

≪応援ツアーに関するお問い合わせ≫ 

菅生高校専用 甲子園事務局 TEL：042-521-5617 営業日・時間：3/11～大会終了まで 10:00～17:30  

 

≪OA-SYS操作に関するお問い合わせ≫ 

JTB申込Webサイト 操作サポートデスク 

TEL：050-3851-2142  営業日・時間：平日 10:00～18:00 ※土日祝日は休業日となります 

（よくあるご質問：半角数字はどう入力するの？ 入力方法したが進め方がわからない など） 

 



 
 

        第 93回 選抜高等学校野球選手権大会 

 
   
 

 ２回戦  ０泊１日 ＜移動：往路新幹線指定席 復路 新幹線自由席＞   集合場所：東京駅  最少催行人数 ３０名 添乗員同行します  

3/27 

(土) 

6:00～6:10 東京駅集合予定 

6:30～7:00 新幹線指定席                           お客様各自移動 

東京駅  新大阪駅  大阪駅  梅田駅  甲子園駅  甲子園球場 （応援） 

              9:00~9:30                                           10:30 頃           １１：４０～ 開始予定 
※試合終了後、新大阪駅再集合 

                  お客様各自異動                                     16:00～17:00  新幹線自由席 

甲子園球場  甲子園駅  梅田駅  大阪駅  新大阪駅  東京駅 
                                                                              18:30～19:30 

朝：〇 

昼：× 
夕：× 

 
 
 

★ご旅行代金★ 
プラン名 おひとり様の旅行代金 旅行代金に含まれるもの 

生徒プラン 20,500円 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金・食事代、 

添乗員費用、ｱﾙﾌﾟｽ席入場券、応援グッズ（生徒のみ帽子、マスク、タオ

ル）感染対策グッズ（不織布マスク・除菌ウェットティッシュ） 

※生徒は、学園からの補助金を引いた金額となります。 

保護者プラン 34,500円 

※初等部ならびに小学生未満の方は、生徒と同額となります。 
※座席を利用しない幼児の方は、無料となります。 
※新幹線の時間は、暫定となります。緊急事態宣言延長に伴い、ダイヤ変更やひかり号になる可能性がございます。 

★お申込みは学校からのご連絡をご参照ください★ 

  東海大学菅生高等学校甲子園応援団デスク  
（株式会社ＪＴＢ  東京多摩支店） 

学校ホームページ(https://tokaisugao.ac.jp/)を参照下さい  

【24時間受付可能】 （ＪＴＢ専用サイトでのお申込みとなります） 

受付期限 ３月２４日 ２３：５９ まで受付いたします。 

※募集定員になり次第、受付を停止いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝 
甲子園出場 

3月 21日（日）からWeb受付開始 



★お申込からご出発までの流れ★ 

 
 

 

 

 
 

 

★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） 
●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。ご旅行条件（要約） 

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％ 

 
● 添乗員：同行いたします。 
● 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、食事代、飲み物代、添乗員費用、アルプス席入場券代、応援グッズ（帽子・マスク・タオル）、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。） 

● 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２０２１年３月１日を基準としています。旅行代金は２０２１年３月１日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

 
 
 
 

 

 

(1)旅行開始後は、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。 

(2)旅行開始前に雨天中止･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催行中止となり、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あらた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、 

  当社ではホテルの手配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いただきます。 

●このツアーは学校の承認をいただいていますが、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おこなっておりません。 

① お申込み 

・表面記載の「東海大学菅生高等学校 甲子園応援団デスク」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。 

・お申込みの際は参加者それぞれのお名前、連絡先電話番号（携帯電話番号推奨）等をご入力下さい。 

・満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。 

※混乱防止のため、当日の集合場所では代金の集金はおこないません。必ず事前にお手続きください 
    ・試合開始に遅れないため、定刻に出発します。受付時間に遅れないようにお気を付けください。 
 

 

②  ご旅行代金のお支払い 

・振込のみのお支払となります。  

…当応援ツアーに関するお問合せは… 

 東海大学菅生高等学校 甲子園応援団デスク 
（株式会社ＪＴＢ 東京多摩支店） 

お問合せ専用電話：042-521-5617 
[営業時間] 10：00～17：30（3/11～大会期間中） 

総合旅行業務取扱管理者 ： 芦野 大介 

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。 

 

 



 
 

        第 93回 選抜高等学校野球選手権大会 

 
   
 
 

 準々決勝観戦コース  １泊２日 ＜移動：往路新幹線指定席 復路 新幹線自由席＞（ホテル１泊） 集合場所：東京駅  最少催行人数 ３０名 添乗員同行します 

3/28 

(日) 

  10:00~11:00 新幹線指定席                     お客様各自移動 

東京駅  新大阪駅  大阪駅  梅田駅  甲子園駅  甲子園球場 （応援） 

                  12:30～13:30                                                           １６：４０～ 開始予定 

            徒歩        阪神電鉄       徒歩 
甲子園球場  甲子園駅  梅田駅  ホテル 

食事 

朝：× 
昼：× 
夕：〇 

3/29 

(月) 

       お客様各自移動       10:30～11:30   新幹線自由席 

ホテル  大阪駅  新大阪駅  東京駅 

                                              12:30～13:30                                                                

朝：〇 
昼：× 
夕：× 

 

★ご旅行代金★ 

プラン名 おひとり様の旅行代金 旅行代金に含まれるもの 

生徒シングルプラン 30,500円 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊代・食事代、 

添乗員費用、ｱﾙﾌﾟｽ席入場券、応援グッズ（生徒のみ帽子、マスク、タオ

ル）感染対策グッズ（不織布マスク・除菌ウェットティッシュ） 

※生徒は、学園からの補助金を引いた金額となります。 

生徒ツインプラン 27,500円 

保護者シングル 44,500円 

保護者ツインプラン 41,500円 
※初等部ならびに小学生未満の方は、生徒と同額となります。 
※座席を利用しない幼児の方は、無料となります。 
※新幹線の時間は、暫定となります。緊急事態宣言延長に伴い、ダイヤ変更やひかり号になる可能性がございます。 

★お申込みは学校からのご連絡をご参照ください★ 

  東海大学菅生高等学校甲子園応援団デスク  
（株式会社ＪＴＢ  東京多摩支店） 

学校ホームページ(https://tokaisugao.ac.jp/)を参照下さい  

【24時間受付可能】 （ＪＴＢ専用サイトでのお申込みとなります） 

受付期限 ３月２４日 ２３：５９ まで受付いたします。 

※募集定員になり次第、受付を停止いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参加者数により、他ホテルへご案内することがございます。 

祝 
甲子園出場 

3月 21日（日）からWeb受付開始 



★お申込からご出発までの流れ★ 

 
 

 

 

 
 

 

★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） 
●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。ご旅行条件（要約） 

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％ 

 
● 添乗員：同行いたします。 
● 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、食事代、飲み物代、添乗員費用、アルプス席入場券代、応援グッズ（帽子・マスク・タオル）、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。） 

● 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２０２１年３月１日を基準としています。旅行代金は２０２１年３月１日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

 
 
 
 

 

 

(1)旅行開始後は、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。 

(2)旅行開始前に雨天中止･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催行中止となり、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あらた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、 

  当社ではホテルの手配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いただきます。 

●このツアーは学校の承認をいただいていますが、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おこなっておりません。 

① お申込み 

・学校ホームページ記載の「東海大学菅生高等学校 甲子園応援ツアー」インターネット申込専用サイトよりお申込みください。 

・お申込みの際は参加者それぞれのお名前、連絡先電話番号（携帯電話番号推奨）等をご入力下さい。 

・満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。 

※混乱防止のため、当日の集合場所では代金の集金はおこないません。必ず事前にお手続きください 
    ・試合開始に遅れないため、定刻に出発します。受付時間に遅れないようにお気を付けください。 
 

 

②  ご旅行代金のお支払い 

・振込のみのお支払となります。  

…当応援ツアーに関するお問合せは… 

 東海大学菅生高等学校 甲子園応援団デスク 
（株式会社ＪＴＢ 東京多摩支店） 

お問合せ専用電話：042-521-5617 
[営業時間] 10：00～17：30（3/11～大会期間中） 

総合旅行業務取扱管理者 ： 芦野 大介 

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。 

 

 


