
DANCE DRILL ALL JAPAN COMPETITION 2015 
「入場券販売のご案内」 

 

【入場券について】 

①入場券には、指定席券と自由席券の２種類がございます。 

	 指定席券は演技の正面からななめ、自由席券はななめの角度から観覧いただきます。 

	  ※当日券の販売については、前売券に残券がある場合のみ、おこないます。 

（前売が完売の場合、当日券販売はおこないません） 

②前売り入場券料金 

	 指定席：2,900円(大人・小人同額) 

	 自由席：〈大人〉2,500円	 〈小学生以下〉1,500円	 〈小学生未満〉無料 

③小学生以上は入場券が必要となります。 

	  ※ただし小学生未満でも座席を利用する場合は入場券が必要となります。 

④指定席券、自由席券合わせて１０枚以上のお申し込みをいただいた場合は、入場券代以外の費用は 

	 ご請求いたしません。 

	 合わせて１０枚未満のお申し込みの場合は、別途 540 円の送料をご請求申し受けます。 

	 極力団体内で取りまとめてお申し込みいただけるよう、お願い申し上げます。 

⑤エントリー登録されている出場選手及び引率２名は、入場パスを発行しますので、 

入場券は必要ありません。 

 

【入場券販売個所について】 

(株)JTBコーポレートセールス	 教育第二事業部にて承ります。 

上記以外の JTB 店舗ではお申し込みいただけませんのでご注意下さい。 

 

【入場券お申し込み方法について】 

別紙「入場券申込書」に必要事項をご記入の上、FAX：０３− ５９０９− ８２９８  

までお送り下さい。 

座席数には限りがあるため、ご案内可能枚数を後日回答申し上げます。 

尚、回答後の枚数変更は承れません。入場券は買取となりますので、予めご了承下さい。 

 

【指定席券の座席について】 

お申し込みをいただいた順番に、一定の法則に従って座席を割り振ります。 

まとまったお席をご準備できない可能性もありますので、予めご了承下さい。 

また、座席を指定してのお申し込みも承れません。 

 

【入場券発スケジュールについて】 

①２０１５年１１月２０日（金）までにお申し込みをいただいた分を１１月２５日（水）までに 

	 ご回答申し上げます。 

②２０１５年１１月２１日（土）以降にお申し込みいただいた分につきましては、１１月２６日（木） 
	 以降、随時ご回答申し上げます。 
 
【お支払いについて】 
入場券回答の際に、ご請求金額、お支払い期日のご案内を差し上げます。 
入場券の発送は、ご入金確認後となりますので、必ず期日までのご入金をお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 



DANCE DRILL ALL JAPAN COMPETITION 2015 
「入場券販売のご案内」 

 
【ご注意事項】 
以下にチケット販売に関する主な注意事項がありますので、必ずお読み下さい。	 

・本券は特別な指定がない限り、1 枚につき 1 回限り有効です。券面に日時指定がありますので、	 

	 その日時のみ有効です。	 

・入場前に「半券」を切り離した場合は無効となりますので、ご注意下さい。	 

・本券は紛失、消失、破損いかなる場合でも再発行はいたしませんので、ご了承下さい。	 

・本券は必ず本イベントの最後までお持ち下さい。	 

・主催者の都合により、イベント内容の一部を変更する場合がありますのでご了承下さい。	 

・不可抗力に起因する本イベント中止の場合以外には、他の日時・別種のチケットと交換、再発行、	 

	 払戻は致しません。	 

・不可抗力に起因する本イベント中止の場合の払戻しは所定の期間内に限り、主催者が	 

	 指定した場所で行ないます。	 

	 ただし、本券を破損・紛失した場合、また著しく汚損し内容の判読が困難な場合は	 

	 一切払戻しをいたしません。	 

・イベントの中止や延期の場合の旅費等の補償は致しません。	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問合せ・お申込先】  

「DANCE  DRILL  ALL  JAPAN  COMPETITION  2015」受付デスク  

                 ＪＴＢコーポレートセールス   教育第二事業部   担当：森田／井手／酒井  

                                         〒163-0431   東京都新宿区西新宿 2-1-1     新宿三井ビル 31階  

FAX:03-5909-8298                  TEL:03-5909-8245  

営業時間：平日  9:30～17:30 営業   （土日祝日休業）  

 



DANCE	 DRILL	 ALL	 JAPAN	 COMPETITION	 2015	 

入場券申込書	 

２０１５年	 	 月	 	 日申込 
 
 
 
 
団体名  ：                                                 
※省略可  
お名前：                          様  
連絡先住所：（〒	 	 	 －	 	 	 	 	 	 ）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
	 	   TEL： （        ） 	        —              FAX：（        ） 	        —               
※こちらの住所に入場券をお送りすることなります。 
 

 
日にち 指定席(大人・小人同額) 自由席(大人) 自由席(小学生以下) 

12 月 12 日(土)  
枚 枚 枚 

12 月 13 日(日) 
枚 枚 枚 

 

《お申込みのご注意》 

①２０１５年１１月２０日（金）までにお申し込みをいただいた分を１１月２５日（水）までにご回答申し上げます。 

②２０１５年１１月２１日（土）以降にお申し込みいただいた分につきましては、１１月２６日（木）以降、 

随時ご回答申し上げます。 

※指定席券と自由席券合わせて１０枚未満のお申し込みの場合は、別途 540 円の送料を申し受けます。 

※回答後の払戻はできません。予めご了承の上、お申込下さい。 

※小学生以上は入場券が必要(但し小学生未満でも座席を利用する場合は入場券が必要) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【	 受付デスク⇒	 FAX:03-5909-8298	 TEL:03-5909-8245	 】 
JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ	 教育第二事業部内	 担当：	 森田	 ／	 井手	 ／	 酒井 

通信欄：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

申込み番号	 ※弊社で記入します 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 番 

【確認印】 

 指定席=2,900円 
 ※大人・小人同額 
 自由席=2,500円 
 ※大人 
 自由席=1,500円 
 ※小学生 

入 場 券 申 込 

送信先 F A X 番号：０３－５９０９－８２９８ 
※個人情報保護の観点から、番号の押し間違いにご注意頂き、  
送信後はお手数ですが、着信確認のご連絡をお願い致します。  


