
ジャパンマスターズ2019
第36回日本マスターズ水泳選手権大会

＜宿泊・お弁当のご案内＞

大会期間：2019年9月18日（水）～23日（月・祝）
大会会場：福岡県立総合プール「アクシオン福岡」

平素は、当社に格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。
さて令和元年9月18日～23日に福岡県立総合プールにおきまして『ジャパンマスターズ2019』が開催され
ますことを心よりお喜び申し上げます。

弊社では、ご参加の皆様に快適にお過ごしいただけるようお手伝いさせて頂き、ベストの状態で大会に臨
んでいただけるよう万全の体制で務めさせて頂く所存でございますのでよろしくお願い申し上げます。大
会が、大盛況且つ成功裡に行われ、選手の皆さんの日ごろの練習の成果が如何なく発揮されますことを
心よりお祈り申し上げます。

株式会社日本旅行 九州法人支店

弊社では、下記の項目について誠心誠意お手伝いさせて頂きます。
①大会宿泊施設について
大会における昼食（お弁当）について

【申込締切日：2019年8月26日(月)】

この案内書は、ご案内ホテルの料金・部屋タイプ・プールまでのアクセス、お弁当について明記しておりま
す。先着順に申し込みを受け付けておりますので、申込期限間際はご希望通りにお取りできない場合もご
ざいます。なるべくお早目にお申込みいただけますようご案内申し上げます。
なお、ご質問等ございましたらご遠慮なく下記担当者までご連絡下さい。よろしくお願い申し上げます。

株式会社日本旅行 九州法人支店（観光長官登録旅行業第2号）

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号
日本生命博多駅前ビル5階

TEL:092-451-0606

FAX092-451-0550

担当：古賀・川村・天野



1）宿泊のご案内 ※平日は下記以外のホテルもご案内可能です。お問合せください。

≪宿泊期間≫ 2019年9月17日（火）～9月23日（月） 7泊 1泊朝食付（税込）

ホテル名 記号・部屋タイプ 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23

ホテルグラン
ビュー福岡空港

1S シングル ¥9,600 ¥9,600 ¥9,600 ¥10,600 ¥11,700 ¥11,700 ¥9,600

アクセス 福岡空港駅から徒歩約10分 朝食 6:30~ 和洋バイキング

会場までの
アクセス

福岡空港から：地下鉄4番出口 福岡空港前バス停から 37・38・39
のバスで約7分※38については、月～金のみ運行

静鉄ホテル
プレジオ博多駅前

2S シングル ¥13,700 ¥13,700 ¥13,700 ¥13,700 ¥16,900 ¥16,900 ¥16,900

アクセス JR博多駅より徒歩約6分 朝食 6:30~ 和洋バイキング

会場までの
アクセス

博多バスターミナルから：14番乗り場から 37・38・39・39-Ｂのバス
で約20分 アクシオン福岡前下車

ホテルアセント
福岡

3S シングル ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900 ¥11,500 ¥11,500 ¥9,900

アクセス 地下鉄天神駅より徒歩約3分 朝食 7:00~ 和洋バイキング

会場までの
アクセス

福岡空港まで地下鉄で11分 ※38については、月～金のみ運行
福岡空港前バス停から 37・38・39のバスで約7分

ホテル
ニューガイア
博多駅南

4S シングル ¥7,800 ¥7,800 ¥7,800 ¥7,800 ¥13,800 ¥13,800 ¥7,800

アクセス JR博多駅より徒歩約7分 朝食 6:00~カレー・目玉焼等

会場までの
アクセス

福岡空港まで地下鉄で5分 ※38については、月～金のみ運行
福岡空港前バス停から 37・38・39のバスで約7分

ホテル
ニューガイア
上呉服

5S シングル ¥7,200 ¥7,200 ¥7,800 ¥7,800 ¥9,300 ¥7,200 ¥7,200

５Ｄ
Ｓ

ダブル
シングルユース

¥9,000 ¥9,000 ¥9,800 ¥9,800 ¥11,300 ¥9,000 ¥9,000

アクセス 地下鉄呉服町駅より徒歩約3分 朝食 なし※レストランなし

会場までの
アクセス

呉服町より路線バスで博多バスターミナルまで約6分
博多バスターミナルから（14番）37・38・39・39-Ｂのバスで約20分

ベニキア カルトン
ホテル 福岡天神

6S シングル ¥7,200 ¥7,200 ¥7,200 ¥7,900 ¥12,900 ¥10,900 ¥6.600

アクセス 西鉄薬院駅より徒歩約6分 朝食 和洋バイキング

会場までの
アクセス

福岡空港まで柳橋バス停から博多駅までバス移動＋地下鉄で
約30分

ホテルサンライン
福岡大濠

7S シングル ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥9,900 ¥8,800 ¥6,800

7T ツイン ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥6,800 ¥9,900 ¥8,800 ¥6,800

アクセス 地下鉄大濠公園駅徒歩約1分 朝食 7：00~和洋バイキング

会場までの
アクセス

福岡空港まで地下鉄で15分 ※38については、月～金のみ運行
福岡空港前バス停から 37・38・39のバスで約7分

JRブラッサム
博多中央

8T ツイン ¥11,200 ¥11,200 ¥11,200 ¥11,200

8TS ツイン(1名利用) ¥14,200 ¥14,200 ¥14,200 ¥14,200

アクセス JR博多駅より徒歩約2分 朝食 7：00~和洋バイキング

会場までの
アクセス

博多バスターミナルから：14番乗り場から 37・38・39・39-Ｂのバス
で約20分 アクシオン福岡前下車



2）≪プールまでのアクセスについて≫
大会が開催される福岡県立総合プール（アクシオン）は、博多駅または福岡空港より路線バスにて
アクシオン福岡前下車で行くことが可能です。本数に限りがございますので時間に余裕を持ってお越し
ください。

3）≪弁当について≫
ご参加者の皆様のお弁当をご用意しております。ご希望の方は別紙申込書に必要事項をご記入
下さい。 お弁当のみのお申込も承ります。お弁当の種類は下記参照ください。
※会場周辺は飲食店などがございませんので、事前お申し込みをおすすめいたします。

4）≪お申し込み方法とご回答について≫
別紙申込用紙に必要事項をご記入の上 日本旅行九州法人支店までFAX又はメールにてお申込み
下さい。

株式会社日本旅行 九州法人支店 Glonbal MICE営業部
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号
日本生命博多駅前ビル5F

TEL:092-451-0606       FAX092-451-0550 E-mail   fukuoka_ec@nta.co.jp

営業日：月曜日～金曜日（定休日 土・日祝日）
総合旅行業務取扱管理者：稲富 勝也
営業時間：9:30～17:30 担当：古賀・川村・天野
【申込最終締め切り日 8月26日（月）必着】

先着順に受け付け致しますので締切り間際になりますとご希望に添えない場合もあります。
お早めにお申込み下さい。お申込書が届き次第回答させて頂きますが、満室の場合は取れるホテルを
ご案内致します。
なおホテルによっては混雑しているため調整が必要な場合は、少々お時間を頂く場合があります。

また、早めのお申込みで参加人数が未定の場合、予想される方のお名前も含めてお申込みいただいても
構いません。参加・不参加が確定次第、速やかに変更をご連絡下さい。

6）≪お申し込み後の宿泊人変更、取消料について≫
宿泊の変更、取消のご連絡は、 FAX又はメールにてお願い致します。 「取消日」は、お客様が日本旅

行九州法人支店の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準といたします。
※金曜日１８時に取消連絡の場合、翌週の次営業日が取消日となります。

取消料（取消お申し出日） 取消料

８日前 無料

７日前～２日前 30%

前日 40%

当日 50%

無連絡不参加 100%
6）≪お支払について≫
お支払については、予約確認書と同時に請求書をFAXまたはメール致しますので振込期日までに

お振込下さい。なお返金については、大会終了後取消手数料を差し引いてご指定の口座に返金致します。
大会での皆様にご健闘をお祈り致します。

①おにぎりセット
500円

②酢豚幕の内
650円

③二色ご飯幕の内
760円

④幕の内（美里）
870円

⑤幕の内（さくら）
870円

旅行開始日の
前日からさかのぼって



FAX:092-451-0550 ジャパンマスターズ係 宛

ジャパンマスターズ2019 申込書

1）宿泊 ★ご希望ホテルの記号をご記入ください。ご希望のホテルをご用意できない場合もございますの下記に第
２希望ホテルをご記入下さい。

No. 氏名 性別 年齢 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 同室者名

例 日旅 太郎 男 52 × 7T 7T 7T 7T × 日旅花子

1

2

3

4

5

2）弁当 お茶付き※ご希望のお弁当番号をご記入ください。※全体のお申し込み戸数が少ない場合はお弁当の種
類をまとめさせていただくことがございます。予めご了承ください。また、事前受付のみとなります。

日付 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 延べ個数

希望弁当No

①× 個

②× 個

③× 個

④× 個

⑤× 個

①× 個

②× 個

③× 個

④× 個

⑤× 個

①× 個

②× 個

③× 個

④× 個

⑤× 個

①× 個

②× 個

③× 個

④× 個

⑤× 個

①× 個

②× 個

③× 個

④× 個

⑤× 個

①× 個

②× 個

③× 個

④× 個

⑤× 個

①× 個

②× 個

③× 個

④× 個

⑤× 個

合計 個 個 個 個 個 個 個

2019年 月 日

チーム名又は
個人名

住所 （勤務先・自宅）

TEL （ ） － FAX （ ） －

お問い合わせ（ご要望ございましたらご記入下さい）
※航空券等その他ご依頼事項などご記入ください。

E-mail

代表者名 印

※住所・電話番号・ＦＡＸ・E-mailまでご記入下さい。 ※用紙が足りない場合はコピーしてご利用下さい

【お客様の個人情報の取り扱いについて】

１．当社では、お客様からご提供いただいた個人情報を厳重に管理し、申込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研修会主催者への提供、並びにこれらに付随する業務を行うために利用します。
２．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）をご確認ください。
３．個人情報の取扱いに関する問合せ先㈱日本旅行 九州法人支店 担当：稲富 ＴＥＬ：０９２－４５１－０６０６

9/23

第２希望ホテル

■下記の【お客様の個人情報の取扱いについて】同意のうえ、申込みます。


