
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■宿泊プランのご案内 
 宿泊の取扱は、株式会社日本旅行 関西企画旅行支店が旅行企画・実施する募集型企画旅行です。 

 □宿泊期間：平成 29年 7月 13日（木）～16日（日）の 4泊となります。 

 □下記の料金は、大人お一人様あたりの料金で、1泊素泊まり、税金・サービス料が含まれております。 

 □ツイン料金は、２名様で１室ご利用時のお一人様あたりの料金で、１名１室利用時は別料金となります。 

 

【ご案内ホテル】 
No ホテル名 宿泊日 部屋タイプ 宿泊料金 朝食プラン 大会会場までのアクセス 

①  ホテル京阪京橋グ

ランデ 

7/13（木）14（金） シングル 14,400円 ＋1,620円 地下鉄長堀鶴見緑地線「京橋」駅より徒歩１分。

「京橋」～「門真南」約 11分。 ツイン  9,800円 

7/15（土）16（日） シングル 18,600円 

ツイン 12,900円 

②  ＫＫＲホテル大阪 7/13（木）14（金） 

 

 

シングル 8,700円 ＋1,200円 地下鉄長堀鶴見緑地線「森ノ宮」駅より徒歩 10

分。「森ノ宮」～「門真南」約 15分。 ＤＸｼﾝｸﾞﾙ 9,900円 

ツイン 7,700円 

ＤＸツイン 8,900円 

7/15（土）16（日） 

 

 

シングル 10,700円 

ＤＸｼﾝｸﾞﾙ 11,900円 

ツイン 9,700円 

ＤＸツイン 10,900円 

③  西鉄イン心斎橋 7/13（木）14（金） シングル 10,600円 設定なし 地下鉄長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅より徒歩 3

分。「心斎橋」～「門真南」約 24分。 7/15（土）16（日） シングル 11,100円 

④  ベストウエスタン・ホテ

ルフィーノ・大阪心斎橋 

7/13（木）14（金） ツイン 12,500円 ＋1,100円 地下鉄長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅より徒歩 3

分。「心斎橋」～「門真南」約 24分。 7/15（土）16（日） ツイン 14,000円 

⑤  ヴィアイン心斎橋 7/13（木）14（金） 

7/15（土）16（日） 

シングル 11,500円 軽朝食付 地下鉄長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅より徒歩 4

分。「心斎橋」～「門真南」約 24分。 

⑥  ヴィアイン心斎橋長

堀通 

7/13（木）14（金） 

7/15（土）16（日） 

シングル 11,400円 設定なし 地下鉄長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅より徒歩 4

分。「心斎橋」～「門真南」約 24分。 ＤＸｼﾝｸﾞﾙ 13,900円 

 

 

 

第 34回 ジャパンマスターズ水泳選手権大会 

宿泊プランのご案内 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

このたび、「第 34回ジャパンマスターズ水泳選手権大会」が、大阪府（大阪市）にて開催されま 

すことを心よりお慶び申し上げます。 

開催にあたり、㈱日本旅行関西企画旅行支店がご参加いただく皆様の宿泊のご案内をさせてい 

ただくこととなりました。 

 今大会が盛大かつ有意義なものになりますよう一生懸命努めさせていただきます。 

 皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。                          敬具 
 

                                 株式会社 日本旅行 関西企画旅行支店 
                                            



■宿泊ホテルのご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■宿泊ホテルＭＡＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③西鉄イン心斎橋 
地下鉄心斎橋駅・四ツ橋駅最寄り出口より 

徒歩３分。ビジネスはもちろん、レジャーの 

ご利用にも最適なホテルです。 

標準客室の広さ／シングル 12㎡ 

交通／御堂筋線心斎橋駅より徒歩で 3分 

駐車場／なし 

 

  

 

 

④ベストウェスタン ホテルフィーノ大阪心斎橋 
大阪の衣・食・遊の情報発信地「ミナミ」 

まで徒歩圏内。地下鉄は３路線の駅に 

近く、行動拠点として好立地。ビジネスエ 

リア・イベント会場へもアクセス抜群。ウェ 

ルカムアロマがお出迎えし、アーバンリラ 

ックスをテーマに五感を刺激するプレミア 

ムビジネスホテル。 

標準客室の広さ／ツイン 17㎡ 

交通／御堂筋線心斎橋駅より徒歩で 3分 

駐車場／8台 １泊 2500円 高さ制限有り 

⑥ヴィアイン心斎橋長堀通 
四つ橋線四ツ橋駅直上にあり、心斎橋駅まで地 

下街クリスタ長堀で直結。徒歩 4分とアクセス 

良港。京セラドーム大阪や大阪城ホールまでも 

地下鉄長堀鶴見緑地線で一本。おしゃれな長 

堀もすぐ近くで、なんばへも徒歩 15分と便利。 

標準客室の広さ／シングル・ＤＸシングル 14㎡ 

交通／四つ橋線線四ツ橋駅真上 

     長堀鶴見緑地線心斎橋駅より徒歩 4分 

駐車場／なし 近隣駐車場をご案内 

 

⑤ヴィアイン心斎橋 
新大阪へ約１５分・梅田へ約８分・難波へ 

約２分地下鉄で１本！ 

全室個別空調・加湿機能付空気清浄機有り 

清潔な羽毛布団のベッド 

１Ｆ２４時間コンビ二有り 

軽朝食がサービスでついております。 

標準客室の広さ／シングル 12㎡ 

交通／地下鉄御堂筋線心斎橋駅より徒歩 4分 

駐車場／なし 近隣駐車場をご案内 

 

⓵ホテル京阪京橋グランデ 
大阪を代表するビジネス＆マスコミ 

ゾーン大阪ビジネスパークの玄関口。 

大阪のオフィス街・淀屋橋・北浜にも 

５分。全館マイナスイオン水使用。 

WIFI利用可。 

標準客室の広さ／シングル 17㎡ 

            ツイン 17㎡ 

交通／京阪・ＪＲ・地下鉄線京橋駅より徒歩で 1分 

駐車場／176台 １泊 2000円 高さ制限有り  

 

②ＫＫＲホテル大阪 
大阪城南側正面に位置。客室（一部）、宴会場 

（一部）、レストランからは、四季折々の美しい 

大阪城を眺望出来る。大阪歴史博物館、難波 

の宮跡、ＮＨＫホールへは徒歩５分。またビジネ 

ス街にも近く、観光や仕事にも大変便利。 

標準客室の広さ／シングル・ＤＸシングル 17.1㎡ 

            ツイン・ＤＸツイン 25.6㎡ 

交通／地下鉄中央線森ノ宮又は谷町四丁目駅 

より徒歩で 10分 

駐車場／76台 １泊 1000円 高さ制限有り 

①  

②  

③④⑤⑥ 
★大会会場 

東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム 
長堀鶴見緑地線「門真南」駅下車すぐ 



【ご宿泊お申込みに際してのご注意】  

 

● お申込みの際は、別紙申込書に申込記号をご記入ください。また、お申込書には、必ず第３希望まで ご記入ください。  

● 宿泊料金は、定員利用時のお一人様あたりの料金となります。また、宿泊料金には１泊素泊まり、税金・ サービス料が含 

  まれています。  

● 最少催行人員：シングル１名様、ツイン２名様（ただし、ツインのシングルユースは１名様） 

● お申し込みの受付は、先着順とさせていただきます。 

● 個人勘定及びこれに伴うサービス料金と諸税は各自ご精算願います。  

● 上記宿泊プランには添乗員は同行致しません。各宿泊施設でのチェックイン手続きはお客様ご自身で おこなっていただ 

きます。  

● 駐車場をご利用の場合は、各ホテルへお問合せください（駐車料金は変更になっている場合もございます） 。 

 

 

 

【お申し込み方法のご案内】  

 

●お申込み・お問合せ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●お申込締切日 平成 29年 6月 16日（金）必着  ＊各ホテル共に仕入数に達し次第、締め切らせていただきます。 

 

●ご登録いただきました個人情報に関しましては㈱日本旅行が旅行条件及び旅行手配のために必要な範囲での運送・宿泊

機関等への提供等の目的以外での利用は致しません。個人情報の管理には当社個人情報保護方針にもと づき、適切

な体制で臨んでおります。ＦＡＸ到着後の個人情報の管理には充分注意をしておりますが、 ＦＡＸを送信される際はくれ

ぐれも誤送信にご注意ください。  

 

●お申込みから旅行当日まで  

申込書をお預かりした方には、申込金のご請求書及び確認書をお送りいたします。お手元に届きましたら内容をご確認のう

え、請求書記載の指定口座へ振込期日までにお振込みください。（振込手数料はお客様ご負担となります。予めご了承く

ださい）。 出発の２０日前ほどに、残金のご請求書をお送りいたします。同様にお手続お願いいたします。なお、クレジットカ

ードでのご精算も受け付けております。お電話にて、ご相談ください。 

 

●お申込後の変更・取消  

お申し込み後に「変更」「取消」が生じた場合は、お電話又はＦＡＸにてお知らせください。お取消しの場合、１名様につき

下記の取消料が適用されますのでご了承ください。 変更・取消のご連絡は、当社の営業日・営業時間内にお申し出くださ

い（FAX も営業時間内必着） 。 営業日・営業時間外での変更・取消は翌営業日扱いとなりますので予めご了承ください。  

ご返金が伴うお客様につきましては、取消料ならびに振込手数料の実費を差引き、ご返金致します。事務処理上、１か月

ほどかかる場合がございますので予めご了承ください。 ⑨お取消料金について ※ 取消日は㈱日本旅行関西企画支店

の営業時間内（平日 17：30 まで）を基準と致しますのでご注意ください。 

 

≪宿泊取消料≫ ※旅行開始日の前日より起算してさかのぼって  

取消日 ８日前まで ７日前～２日前まで 前日 当日 旅行開始後または無連絡 

取消料 無料 30％ 40％ 50％ 100％ 

 

 

 

 

 

 

《旅行企画・実施》 

株式会社日本旅行 関西企画旅行支店 観光庁長官登録旅行業第 2号 （一社）日本旅行業協会正会員 
住所：〒541-0051 大阪市中央区備後町 3-4-1 山口玄ビル６階 

ＴＥＬ：06-6209-0707 ＦＡＸ：06-6209-0606  営業時間：平日／10：00～17：30 

総合旅行業務取扱管理者：西田 秀孝  担当：児玉、山中、関 
総合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に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者か らの説明にご不明な点があ

れば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

企画 17-044 



【ご旅行条件〈要約〉】 ＊詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上お申し込みください。 

 

この旅行は、㈱日本旅行関西企画旅行支店（以下｢当社｣といいます）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加される

お客様は当社と募集型企画旅行を締結して頂く事になります。募集旅行契約の内容・条件は、本パンフレット、別途お渡し

する旅行条件書(旅行業法第 12条の 4 に定める取引条件の説明書面及び同法第 12条の 5 に定める契約書面の一部と

なります。   

１．お申し込み方法と契約の成立                 

（１）当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。お申込み金は、旅行代金、取消料、または違約料の

一部または全部として繰り入れます。 

（２）契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受理した時に成立いたします。 

（３）団体、グループ（家族）の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する取引を行います。 

２．旅行中止の場合 

  ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合がありま

す。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目に当たる日より前にご連絡させて頂き、お預かりして

いる旅行代金の全額をお返しします。 

３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの                 

   パンフレットに記載されたホテルの宿泊費（税金・サービス料込）が含まれます。交通費等の諸費用、個人的性質の諸費

用は含まれません。 

４．取消料                     

お客様は、次の取消料をお支払いいただく事により旅行契約を解除する事が出来ます。なお、取消日とは、お客様が当社

の営業日、営業時間内に解除する内容をお申し出いただいた日とします。 

 
      旅行契約の解除期日 取消料（おひとり） 

（１） 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって８

日目にあたる日まで 
無   料 

（２） 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

７日目にあたる日以降２日目にあたる日まで 
旅行代金の 30% 

（３）旅行開始日の前日まで 旅行代金の 40% 

（４）旅行開始日の当日 旅行代金の 50% 

（５）旅行開始後または無連絡 旅行代金の 100%  

 

５．免責事項 

お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。 

①天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。②運送、宿泊機関の事

故若しくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。③官公署の命令、又は、伝染病による隔

離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。④運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目

的地・滞在時間の短縮。 

６．特別補償 

お客様が募集型企画旅行中に生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については当社の故意、過失の有無にか

かわらず特別補償規定に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。 

７．旅程保証 

  当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第２９条別表）に掲げる

重要な変更が生じた場合は同条の定めるところにより変更補償金をお支払いします。 

８．個人情報の取扱 

（１）当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報についてお客様との連絡や運送、宿泊期間

等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 

（２）当社、当グループ会社および販売店では、①取り扱う商品、サービス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・アンケート

のお願い ③統計資料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただきます。 これら提供案内等の停止を希望され

る場合はお申し出ください。 

（３）このほかの当社の個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホームページ（http://www.nta.co,jp）でご確認下さ

い。 

９．このパンフレットに記載の旅行日程の旅行条件は 2017年 04月 21日を基準としています。   

                           

《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》 

安心して旅行をしていただく為、お客様ご自身で保険をおかけになることをお勧めいたします。 

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので事前にご確認の上、お申し込み下さい。 

 

http://www.nta.co,jp）でご確認下さ
http://www.nta.co,jp）でご確認下さ


㈱日本旅行 関西企画旅行支店 宛 

ＦＡＸ：０６－６２０９－０６０６ 又は郵送 

                         お申込み日：平成２９年  月   日 

 

 

 
（注意）パンフレットや旅行条件書に記載の旅行条件及び、旅行手配のために必要な範囲での運送･宿泊機関等への個人情報の提供について同意の上、上記の旅行を申し込みます。 

ふりがな   

参加人数 

 

 

名様 

 

申込代表者名 
 

 

 

 

書類送付先 

 

 

□自宅・□勤務先 
 

〒    - 

 

ＴＥＬ・ＦＡＸ 

 

 

電話番号／    -    -       ＦＡＸ番号／     -    - 

＊書類送付先が勤務先の場合は、勤務先名・部署名もご記入ください。 

 

部屋① 

□シングル□ツイン 

ふりがな ふりがな 

名前   （代表者様） 名前 

部屋② 

□シングル□ツイン 

ふりがな ふりがな 

名前 名前 

部屋③ 

□シングル□ツイン 

ふりがな ふりがな 

名前 名前 

＊人数がおさまらない場合は、コピーして２枚目以降のこの欄をご利用ください。 
 

 
ホテル名 部屋タイプ 

↓ご希望の欄に、必要室数をご記入ください。朝食プランの要・不要に○をして下さい。 

７月１３日（木） ７月１４日（金） ７月１５日（土） ７月１６日（日） 朝食プラン 

①  
ホテル京阪京橋グ

ランデ 

シングル 室 室 室 室 要 ・ 不要 

ツイン 室 室 室 室 要 ・ 不要 

②  ＫＫＲホテル大阪 

シングル 室 室 室 室 要 ・ 不要 

ＤＸシングル 室 室 室 室 要 ・ 不要 

ツイン 室 室 室 室 要 ・ 不要 

ＤＸツイン 室 室 室 室 要 ・ 不要 

③  西鉄イン心斎橋 シングル 室 室 室 室 設定なし 

④  
ベストウエスタン・ホテ

ルフィーノ・大阪心斎橋 
ツイン 

室 室 室 室 要 ・ 不要 

⑤  ヴィアイン心斎橋 シングル 室 室 室 室 軽朝食付 

⑥  
ヴィアイン心斎橋

長堀通 

シングル 室 室 室 室 設定なし 

ＤＸシングル 室 室 室 室 設定なし 

 
備考欄 

 

 

 

 
【お客様の個人情報の取扱いについて】 

当社では、お客様からのご提供いただいた個人情報を厳重に管理し、申込みいただきました宿泊の手配、チケットの発送、お客様との間 の連絡及び大会主催者への提

供ならびにこれらに付随する業務を行うために利用します。その他、当社の個人情報の取扱いにつきましては当社ホームページ（http://www.nta.co.jp)をご参照下さ

い。個人情報の取扱いに関する問合せは旅行担当者まで 株式会社日本旅行関西企画旅行支店 （担当者：児玉・山中・関） 

第 34回 日本マスターズ水泳選手権大会 

宿泊プラン 申込書 


