
大会の成功をお祈りいたしますとともに、皆様方にご満足いただけますよう、誠心誠意努力いたす所存でござ

敬具

　　　　宿泊・弁当申込書提出

　　（添付の申込書をご利用下さい） ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますのでご確認のうえお申込み下さい。

●ＦＡＸまたは郵送にてお申込み下さい。

　　　　　　　　東武トップツアーズ㈱福岡支店　日本実業水泳大会　係　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：渡島（ワタシマ）進一

   ご希望の宿泊施設が確保できない場合は代わりの施設にてご案内いたしますので、必ず

   第一希望～第三希望まで申込書へご記入願います。

●お電話でのお申込みはご遠慮いただいております。

●受付締切は７月１０日(金)迄とさせていただきます。

宿泊先の回答

●７月１８日(金)頃を目処に、弊社より宿泊確認書・弁当券・請求書を発送します。

代金の支払い

●７月２４日(金)までに弊社指定の口座までお振込み下さい。

大会にご参加

●大会期間：８月１日（土）～８月２日（日）

　　　　
　　　

●先着順に受け付けさせていただきます。

  郵　送　先：福岡市中央区天神３－１１－１　天神武藤ビル４階

お申込みから参加まで

   ＦＡＸ番号：０９２－７３９－７７７３

日本実業団水泳競技大会
宿泊・弁当　お申込み手続きのご案内

います。皆様方の多数の御利用を心よりお待ち申し上げます。

歓迎のごあいさつ
謹啓　皆様方には益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。　

御参加されます皆様方のご便宜を図る為、実行委員様の御了承を得て宿泊、お食事等を東武トップツアーズ

株式会社福岡支店にてお手伝いさせていただきます。



【宿泊】
取消日 ２１日前～８日前
取消料 無料

【弁当】
取消日 ２１日前～１１日前
取消料 無料

●ご返金は、上記取消料を差し引き、大会終了後に精算させていただきます。

宿泊期間　平成２７年７月３１（金）～８月１日（土）

ホテル名 部屋タイプ ７/３１宿泊料金 ８/１宿泊料金 食事条件 予約済み客室数

シングル ¥8,000 ¥8,000 １４部屋 タクシー２０分

ツイン ¥7,500 ¥7,500 ３部屋 約1,600円

シングル ¥8,000 ¥8,000 ５０部屋 タクシー３分

ツイン ¥7,500 ¥7,500 １０部屋 570円

シングル ¥8,000 ¥8,000 １８部屋

ツイン ¥7,500 ¥7,500 ３部屋

シングル ¥8,000 ¥8,000 ７０部屋 タクシー１５分

ツイン ¥8,000 ¥8,000 ５部屋 約1,400円

シングル ¥8,000 ¥8,000 ６０部屋 タクシー１５分

ツイン ¥7,000 ¥7,000 ５部屋 約1,400円

タクシー１５分

約1,400円

タクシー１５分

約1,400円

シングル ¥8,640 ¥8,640 ８部屋 タクシー１５分

ツイン ¥8,640 ¥8,640 ６部屋 約1,400円

シングル ¥9,500 ¥9,500 １５部屋 タクシー１５分

ツイン ¥8,500 ¥8,500 ５部屋 約1,400円

シングル ¥9,720 ¥9,720 １５部屋 タクシー１５分

ツイン ¥8,640 ¥8,640 １５部屋 約1,400円

タクシー１５分

約1,400円

シングル ¥14,500 ¥15,000 １０部屋 タクシー３分

ツイン ¥13,500 ¥14,000 ３０部屋 570円

●最少催行人員／１名様（１室あたり大人１名様以上）
●宿泊料金は１泊２食（夕食・朝食付）・サービス料込・消費税込のお一人様料金です。
●電話代・クリーニング代など個人的な諸経費は含まれておりません。
●部屋数に限りがございます。先着順にホテルの割り振りを致しますのでお早目にお申込み下さい。
●ご希望のホテル・部屋タイプが満室になった場合、上記以外の他宿泊施設を紹介させていただくことになります。
●２名１室以上のご利用を希望される場合は必ず同室者名をご記入下さい。
●朝食が不要な場合、朝食代の払戻はございません。
●駐車料金は含まれておりません。
●添乗員は同行いたしません。

●昼食・弁当は日替わり幕の内弁当＋お茶９７２円（税込）となります。（一食につき）
　ご希望の日に○印をご記入下さい。大会当日会場にて配布いたします。

■お申込・お問い合わせ先
旅行企画・実施　　　　　　　　　
観光庁長官登録旅行業第38号
(一社)日本旅行業協会正会員　ボンド保証会員   旅行業公正取引協議会会員
〒810-0001　福岡市中央区天神３丁目１１－１　天神武藤ビル４階
TEL:092-739-0010　FAX：092-739-7773
営業時間　平　日　９：００～１８：００（土・日・祝日　休業） 
総合旅行業務取扱管理者：岡本 直樹　         　　　　　　　　　　　　　
担  当：渡島（ワタシマ）進一　・　松井　久仁恵　・　松本　かつ江　

10 ホテルタイセイアネックス 夕・朝食付

¥10,000

6 ホテルタイセイ

夕・朝食付

4 花ホテルオリエンタル鹿児島 夕・朝食付

<予約の取消について>
お取消・変更のご連絡は、必ず書面で　『ファックス』　又は　『郵送』　にてお願いいたします。
電話でのお取消・変更は、受付いたしかねますので、予めご了承ください。
尚、お取消につきましては下記のとおりの取消料を申し受けます。

無連絡・不泊
100%

無連絡

夕・朝食付

7 ホテル法華クラブ鹿児島 ¥8,600シングル ¥8,600 夕・朝食付

宿泊のご案内

1 ホテルユニオン 夕・朝食付

2 鹿児島第一ホテル鴨池店 夕・朝食付

ホテルから会場までの所要時間・料金（片道）

＜宿泊・弁当のご案内＞

※この宿泊手配は東武トップツアーズ㈱福岡支店が企画・実施する「募集型企画旅行」です。

承認番号：客国15－025

100%
●取消料は〔ホテルのご案内〕〔弁当のご案内〕に表示された料金が基準となりなす。
●取消日は基準の書面の到着日とさせていただきます。

¥8,900 夕・朝食付シングル ¥8,400

3

5 ブルーウェーブイン鹿児島

8 アクアガーデンホテル福丸

昼食・弁当のご案内

12

9 ホテルレクストン鹿児島 夕・朝食付

シングル ¥10,00011 鹿児島東急イン 夕・朝食付

鹿児島サンロイヤルホテル

当日
50%

当日
50%

７日前～２日前
30%

７日前～５日前
30%

前日まで
40%

前日まで
40%

鹿児島第一ホテルきしゃば店 夕・朝食付

路面電車・徒歩　３０分　

170円（谷山駅～鴨池駅）

４５部屋

３０部屋

２０部屋

　路面電車・徒歩　２５分

170円（高見橋駅～鴨池駅）

徒歩　２０分夕・朝食付

170円（高見橋駅～鴨池駅）

路面電車・徒歩　３０分

徒歩　１５分

170円（市役所前駅～鴨池駅）

路面電車・徒歩　２５分

170円（市立病院前駅～鴨池駅）

路面電車・徒歩　２５分

路面電車・徒歩　４０分

170円（高見橋駅～鴨池駅）

徒歩　５分

路面電車・徒歩　３５分

　170円（高見馬場駅～鴨池駅）

170円（高見橋駅～鴨池駅）

路面電車・徒歩　２５分

路面電車・徒歩　２５分

170円（高見馬場駅～鴨池駅）



希望

客室 7月31日 8月1日 7月31日 8月1日 8月2日

タイプ （金） （土） （金） （土） （日）

男・女 シングル
３５歳 禁煙
男・女 ツイン
３１歳 禁煙
男・女

歳
男・女

歳
男・女

歳
男・女

歳
男・女

歳
男・女

歳
男・女

歳
男・女

歳
男・女

歳
男・女

歳
※禁煙ルームをご希望される場合、数に限りがございます。場合により消臭対応になることもございますので予めご了承下さい。

ＦＡＸ番号（会社ｏｒ自宅）

メールアドレス

昼食・弁当 備考

同室者名等を記入して
下さい（シングルは不要）

宿泊・弁当 申込書

記入日：平成２７年　　　月　　　日

申込代表者氏名

都道府県名

電話番号（会社ｏｒ自宅）

〒

年齢
性別

宿泊日

チーム名

（フリガナ）

○ ○例 トウブ　タロウ ○ ○ ×

携帯番号

住所（会社ｏｒ自宅）

※お名前をカタカナ
　でご記入下さい。

例 トウブ　ハナコ × ○ × ○ ○ トウブ　ユウコ

1

2

4

3

7

6

5

9

8

希望宿泊施設名（例）
第一希望宿泊施設名
第二希望宿泊施設名

10

１．ＪＲ　　　２．航空機　　　３．持込車両（下欄に台数を記入）　　　４．その他（　　　　　　）
1．バス（大型　　台/中型　　台/小型　　台）　　　　　２．ＲＶ・ワゴン車（　　台）

３．乗用車（　　台）　　　　　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１．持込車両やレンタカー（　　台）　　　２．公共交通機関
3．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第三希望宿泊施設名
※記入欄が不足する場合はコピーしてお使い下さい。

来県利用交通機関

ブルーウェーブイン鹿児島 　旅行の手配のために必要な範囲内での
　宿泊機関、保険会社等への個人情報の
　提供について同意のうえお申込みいたし
　ます。

申込締切：平成27年7月10日

東武トップツアーズ使用欄
〒８１０－０００１　　福岡市中央区天神３－１１－１　天神武藤ビル４階

東武トップツアーズ㈱福岡支店

申込送付先

ＴＥＬ：０９２－７３９－００１０　（９：００～１８：００　土・日・祝休み）

ＦＡＸ：０９２－７３９－７７７３　　担当：渡島（ワタシマ）進一

宿泊施設への持込車両

会場地内での移動交通手段


