
全日本シニアバドミントン選手権大会

固宿泊㊧弁当㊥交通のご案内目

期　間:平成25年11月15日(金) ～11月18日(月)

会　場:愛媛県武道館　他

観光庁長官登録旅行業第55号　一般社団法人日本旅行業協会正会員

㊨名鉄観光蒜塞松山支店



ご　挨　拶

謹啓　時下ますますご清祥の段､お喜び申し上げます｡

この度は､第30回全日本シニアバドミントン選手権大会が愛媛県松山市を中心に開催されるにあたり全国各地より来

媛されますことを心より歓迎申し上げます｡

開催にあたりまして､大会にご参加いただく皆様方のお手伝いを名鉄観光サービス㈱松山支店が担当させていただくこ

とになりました｡

つきましては､宿泊プラン･お弁当,航空機に関しましてのご案内を申し上げます｡

皆様のご来媛を心よりお待ち申し上げます｡

謹白

名鉄観光サービス㈱　松山支店

支店長　佃　浩三

【お申込方法】
①　添付のお申込書に必要事項を記入の上､ ｢名鉄観光サービス㈱松山支店　全日本シニアバドミントン選手権大会

25年8月19日(月) 申込ください｡

②　申込書に基づきまして､責任者の方に請求書を9月20日(令)を目途に送付致します｡

③　請求書の代金を10月1 1日(金)までに指定の口座までお振込ください｡

④　お振込確認後､最終のご案内を1 1月5日(火)までにご送付致します｡

⑤　申込後の取消し及び変更はすべて｢名鉄観光サービス㈱松山支店　全日本シニアバドミントン選手権大会デスク｣

へ郵送またはFAXにてご連絡をお願いします(トラブル防止のためご理解ください)｡

⑥　ご不明な点や､ご質問等ございましたら､ ｢名鉄観光サービス㈱松山支店　全日本シニアバドミントン選手権大会デ

スク｣ -ご連絡をお願い致します｡

【振込口座のご案内】
大会専用の振込口座を開設致します｡なお､お振込の際には下記事項にお気を付け下さいますようお願いします｡

①　お振込手数料はお客様ご白身にてご負担くださいますようお願いします｡

②　チームでお振込の場合は､チーム名にてお振込を頂きますようお願いします｡

伊予銀行本店　普通預金　3676952

名鉄観光サービス㈱松山支店



【取消料について】
●ご宿泊

21酉聯添 �������*ｸ,C｢�- �� ��闇(.)�X鰄畯｢�

無料 ��ﾃ���冷�30% 鼎�R�50% ����R�

*　ご宿泊日の前日から起算してさかのぼった日となります

●お弁当

前日の12:00まで,･無料　　それ以降及び当日,･,全額,買取

●航空機

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前まで　-･無料

取重言 ∴∴ ���� ��離縁諮開始白め薄日かキ紫 綬/起算してさかのぼって 冓 懇書叩前日 辻�旅行開始後の解除無 連絡.不参加 ∴∴ .∴ ∴∴∴ ∴ �� 辻�7日翌日前まで喜 

取消料 剽ｷ行代金の20% 劔{xﾗ9�8ｾ�,ﾃ3�R�旅行代金の40% 几xﾗ9�8ｾ�,ﾃS�R�旅行代金の100% 

【契約,個人情報について】
宿泊プラン,お弁当･航空機をお申込みされるお客様とは､名鉄観光サービス㈱と募集型企画旅行契約を結ばせてい

ただきます｡詳しくは旅行条件書にてご確認ください｡この旅行条件は2013年6月25日を基準としています｡また､旅

行代金は2013年6月25日現在の運賃,料金を基準としています｡

◆個人情報の取扱について

ご旅行申込に際してご提出いただいた個人情報につきましては､お客様との連絡のためや宿泊,運送機関等の提供す

るサービスの手配及び受領の為の手続きに利用させていただくほか､必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に提

供いたします｡また大会事務局にも提出を致します｡当社の個人情報の取扱いに関する方針については､当社の店頭ま

たはホームページでご確認ください(http://www mwt.co.jp)｡

【問い合わせS申込先】

旅行企画,実施i観光庁長官登録旅行業第55号(社)日本旅行業協会正会員 ��

㊨名鉄観光課歪松山支店第30回全日本シニアバドミントン選手権大会デスク 

〒790-0003愛媛県松山市三番町4丁目12番4号松山大同生命ビル 

営業時間9:00-18:00【土.日,祝日/定休】担当前田,佐々木,福岡 

TEL:(089)921-5131FAX:(089)921-7166 



【宿泊のご案内】
(1)　宿泊取扱日は平成25年11月15日(令)､ 16日(土)､ 17日(日)､ 18日(月)の4日間です｡

(2)　ご案内する宿泊施設については宿泊施設のご案内をご覧下さい｡なお､施設名ではなく各ランクにて受け

付けます｡ご希望のランクが満室の場合には､基本的に同ランクで他の施設-のご案内となります｡

予めご了承下さい｡

松山市内･ホテルタイプ(基本:洋室)

※いずれも1泊朝食付(税サ込)お一人様あたりの料金となります

:記テ 鐙�����部屋タイプ 偬迂�{���

S-1 傴ﾈ�)�9?ｨｿ87ｨ6X8ｲ曳ｸｭ鋳�シングル ��"ﾃ���冷�
【ビジネスホテルタイプ】 

A-1 傴ﾈ�)�9?ｨｿ87ｨ6X8ｲ噂ｨｭ丁H7ｨ6X8ｴ､�ﾈ5h6X4(鉙�*H鉙�)8ﾈｷﾘ4892�シングル ���ﾃ���冷�

A-2 ���7(5x6ﾈ5�7ｨ6X8ｸ5�487h�｢�ツイン 唐ﾃS��冷�

B-1 �5�4ｨ487ｨ6X8ｺH7ｨ6X8ｸ4�8�4X987�8ｸ5傴ﾈ�*H7h8ﾈ7�4�4898鉙�*B�シングル 唐ﾃS��冷�

ホテルサンルート松山 
B-2 刄cイン 途ﾃS��冷�【ビジネスホテルタイプ】 

0-1 �8ﾈｹ��h耳7ｨ6X8ｸ鉙�*H鉙�(8�5h986x987ｨ6X8ｸ7h8�5ZH7�8ﾈ6ｨ4�7ｨ6X8ｸ鉙�*B�シングル 唐ﾃ���冷�

松山シティホテル､ホテルニュー力ジワラ 
C-2 刄cイン 途ﾃS��冷�【ビジネスホテルタイプ】 

D-1 �8ﾉ8�4898鉙�(自MI*ﾊH7ｨ6X8ｹ�y[ﾚH7ｨ6X8ｸ��"�シングル 途ﾃS��冷�

D-2 ���7(5x6ﾈ5�7ｨ6X8ｸ5�487h�｢�ツイン 澱ﾃS��冷�

E-1 �7ｨ6X8ｸ6x6(7h489:H5��ｸ7�6�8ｸ7ｨ6X8ｸ鉙�*H鉙�(6ｨ8X�ｸ4�8�986�7ｨ6X8ｺB�シングル 途ﾃ���冷�

チェックイン松山､ホテルNO,1松山､ホテルアビス松山 
E-2 刄cイン 迭ﾃS��冷�【ビジネスホテルタイプ】 

F-1 �5��ｸ7��ｸ7ｨ6X8ｸ鉙�*H4�7(5�4899;佩2顯ﾈ�*H7ｨ6X8ｸ4�5ｸ6ﾘ4�鉙�"�シングル 澱ﾃ���冷�

F-2 ���7(5x6ﾈ5�7ｨ6X8ｸ5�487h�｢�ツイン 迭ﾃ���冷�

G-1 �7ｨ6X8ｲ�7�6X4(4定6�4H58��;佩8孳�(�｢�シングル ���ﾃ���冷�

G-2 刄cイン 湯ﾃS��冷�

※1 D･E･Fのホテル朝食は､おにぎり,パン,味噌汁セルフサービスの設定となる場合がございます｡

※2 1 6日(土)の宿泊は上記宿泊料金より一律500円アップとなります｡

上記宿泊料金は､お一人様あたりの料金です(税金･サービス料込み)｡

松山市内ホテルにつきましては､ホテルの構造上ツイン,トリプルの客室が非常に少なくなっておりますので､ご注意

ださい｡配宿につきましては申込先着順にて行いますが､各ランクの客室が満室になった場合にはご希望に添えない場

合がございます｡あらかじめご了承下さい｡

また､道後温泉の旅館では繁忙期の週末が重なることから､ 1部屋(和室)の2名様利用はお断りをさせて頂いておりま

すのでご了承くださいますようお願い申し上げます｡



松山市内(道後温泉) ,旅館タイプ(基本:和室)

※いずれも1泊夕,朝食付(税サ込)お一人様あたりの料金となります

- 做偬迂�ﾙｹ�X��"�部屋タイプ 偬迂�{���

イ �7ｨ6X8ｹJｩ�y�2�和室 ��Bﾃ���冷�
【旅館タイプ】 茶Bﾓikﾂ��

口 兩9��7ｨ6X8ｲ�和室 ��"ﾃS��冷�
【旅館タイプ】 茶Bﾓikﾂ��

/ヽ �7ｨ6X8ｹ-hｭ唏7ｨ6X8ｸｨｸ���和室 免ﾂﾃS��冷�
【旅館タイプ】 茶Bﾓikﾂ��

ニー1 �;佩84�8�986�7ｨ6X8ｺH7ｨ6X8ｸ卷;佩2�和室(4-6名) ���ﾃ���冷�

ニー2 ���;佩8孳�"�ﾉ;佩8孳�(�｢�ツイン ���ﾃ���冷�

※1 1 6日(土)の宿泊は上記宿泊料金より一律3, 500円アップとなります｡

※2　夕食なしをご希望の場合は各日ともに1 , 500円ダウンとなります｡

※3　和室の3名利用につきましては上記宿泊料金より一律1 , 500円アップとなります｡

【宿泊施設のご案内(松山市内ホテル)】

松山全日空ホテル(本館) 申込記号S

所在地:松山市一番町3-2-1

特徴:松山市中心部に位置するホテルで､繁華街も近い｡

交通:伊予鉄道｢大街道｣下車､徒歩2分
*愛媛県武道館まで卓で約15分

チェックイン/13:00　チェックアウト/ll:00

備考:

松山全日空ホテル(別館) 申込記号A

所在地:松山市一番町3-2-1

特徴:松山市中心部に位置するホテルで､繁華街も近い｡

交通:伊予鉄道｢大街道｣下車､徒歩2分
*愛媛県武道館まで車で約15分

チェックイン/13:00　チェックアウト/ll:00

備考:

一､孫シ 灘護艶-I｣, ������������������������������∴ 首＼､ ∴∴ ;＼総 ��∴∴ :∴∴ 蕊 �������ｲt"�∴∴ ��

潔/潔/) ��莱, ( 

∴∴: ∴∴ ����龍: ��i 

醍 



宿泊施設のご案内【松山市内ホテル】

ホテルJALシティ松山 申込記号A

所在地:松山市大手町1-10-10

特徴:松山市西堀端に位置するシティホテル｡

交通:伊予鉄道｢西堀端｣下車､徒歩1分
*愛媛県武道館まで車で約12分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:

松山東急イン 申込記号A

所在地:松山市一番町3-3-1

特徴:松山市中心部に位置するホテルで､繁華街も近い｡

交通:伊予鉄道｢大街道｣下車､徒歩2分
*愛媛県武道館まで車で約15分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:

スカイホテル

所在地:松山市三番町8-9-1

特徴:JR松山駅近くに位置するホテル｡

交通:JR松山駅より､徒歩5分
*愛媛県武道館まで車で約12分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:

ホテルクラウンヒルズ松山

所在地:松山市宮西1-3-40

特徴: JR松山駅近くに位置するホテル｡

交通:JR松山駅より､徒歩7分
*愛媛県武道館まで車で約18分

チェックイン/14:00　チェックアウト/ll:00

備考:

プレミアイン松山

申込記号B

申込記号B

申込記号B

所在地:松山市勝山町十18-1

特徴:松山市中心部に位置するホテルで､繁華街も近い｡

交通:伊予鉄道｢勝山町｣下車､徒歩2分
*愛媛県武道館まで車で約18分

チェックイン/15:00　チェックアウト/ll:00

備考:

ホテルサンルート松山 申込記号B

所在地:松山市宮田町391-8

特徴:JR松山駅近くに位置するホテル｡

交通:JR松山駅より､徒歩4分｡
*愛媛県武道館まで車で約12分

チェックイン/14:00　チェックアウト/ll:00

備考:

////////幾＼＼錘 

-∴ 擁 ●一一∴ �����ｹ/ｸv���U����r��� ��Λ�r�
ト 騒iミ 凩X���

:- �� ��
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∴ 轟く ��������闇 
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宿泊施設のご案内【松山市内ホテル】

東京第一ホテル松山

所在地:松山市南堀端町6-16

特徴:松山市中心部に位置するホテル｡

交通:伊予鉄道｢南堀端｣下車､徒歩2分
*愛媛県武道館まで車で約13分

チェックイン/15:00　チェックアウト/ll:00

備考:

申込記号C

所在地:松山市二番町1-7-1

特徴:松山市中心部に位置するホテルで､繁華街も近い｡

交通:伊予鉄道｢勝山町｣下車､徒歩6分
*愛媛県武道館まで車で約18分

チェックイン/14:00　チェックアウト/10:00

備考:

ミレ二アホテル松山

所在地:松山市本町2-5-5

特徴:松山市内に位置するホテル｡

交通:伊予鉄道｢西堀端｣下車､徒歩2分
*愛媛県武道館まで車で約15分

チェックイン/14:00　チェックアウト/10:00

備考:

松山シティホテル

所在地:松山市宮田町1-3

特徴:JR松山駅近くに位置するホテル

交通:JR松山駅より､徒歩4分
*愛媛県武道館まで車で約14分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:

ホテルニューカジワラ

所在地:松山市大手町2-9-10

特徴:JR松山駅近くに位置するホテル

交通:JR松山駅より､徒歩3分｡
*愛媛県武道館まで車で約12分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:

東榎イン松山一番町

申込記号C

申込記号C

申込記号C

申込記号D

所在地:松山市一番町1-10-8

特徴:松山市中心部に位置するホテルで､繁華街も近い｡

交通:伊予鉄道｢勝山町｣下車､徒歩3分
*愛媛県武道館まで車で約16分

チェックイン/16:00　チェックアウト/10:00

備考:

ざ∵消囲四台/野岳的ーI5日 劔諒露議"..重圧仁勇 

藍麗斬 ･｢連_璽嘘 凵�:告∴.∴十十㌔:∴ 

紅中 綿mi､// ��∴二.塞::∴ ��ﾈ��(���ﾘ"��ﾂ�

●∴∴+∴: 錮m蹄`i凋麗＼聞醒_ ∴.∴- 



宿泊施設のご案内【松山市内ホテル】

ホテル泰平 申込記号D

所在地:松山市平和通3-1-15

特徴:松山市北部に位置するホテル｡

交通:JR松山駅より､車で約10分｡

*愛媛県武道館まで車で約15分

チェックイン/14:00　チェックアウト/ll:00

備考:温泉大浴場あり｡ホテル泰平と泰平別館のいずれかとなります｡

ホテル勝山 申込記号D

所在地:松山市勝山町1-ll-1

特徴:松山市中心部に位置するホテル｡

交通:伊予鉄道｢勝山町｣下車､徒歩4分
*愛媛県武道館まで車で約18分

チェックイン/15:00　チェックアウト/ll:00

備考:

ホテルトップイン 申込記号E

所在地:松山市一番町1-5-15

特徴:松山市中心部に位置するホテルで､繁華街も近い｡

交通:伊予鉄道｢勝山町｣下車､徒歩4分
*愛媛県武道館まで車で約16分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:

ターミナルホテル松山

所在地:松山市宮田町9-1

特徴: JR松山駅に隣接するホテル｡

交通:JR松山駅より､徒歩1分
*愛媛県武道館まで車で約12分

チェックイン/16:00　チェックアウト/10:00

備考:

松山ニューグランドホテル

申込記号E

申込記号E

所在地:松山市二番町3-4-10

特徴:松山市中心部に位置するホテルで､繁華街も近い｡

交通:伊予鉄道｢県庁前｣下車､徒歩5分
*愛媛県武道館まで車で約15分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:温泉大浴場あり

チェックイン松山 申込記号E

所在地:松山市三番町2-7-3

特徴:松山市中心部に位置するホテルで､繁華街も近い｡

交通:伊予鉄道｢大街道｣下車､徒歩6分
*愛媛県武道館まで車で約16分

チェックイン/14:00　チェックアウト/10:00

備考:温泉大浴場あり
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【宿泊施設のご案内(松山市内ホテル/道後温泉ホテル)】

ホテルNo｡ 1松山 申込記号E

所在地:松山市千舟町2-7-3

特徴:松山市中心部に位置するホテルで､繁華街も近い｡

交通:伊予鉄道｢大街道｣下車､徒歩15分
*愛媛県武道館まで車で約15分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:温泉大浴場あり

ホテルアビス松山 申込記号E

所在地:松山市一番町4-1-8

特徴:松山市中心部に位置するホテルで､繁華街もほど近い｡

交通:伊予鉄道｢県庁前｣下車､徒歩2分
*愛媛県武道館まで車で約15分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:無料朝食つき

スーパーホテル松山 申込記号F

所在地:松山市松山市此花町5-31

特徴:松山市内にあるビジネスホテル｡

交通:伊予鉄道｢勝山町｣下車､徒歩5分
*愛媛県武道館まで車で約18分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:

アビスイン道後〃松山 申込記号F

所在地:松山市勝山町2-3-3

特徴:松山市中心部に位置するホテルで､繁華街も近い｡

交通:伊予鉄道｢勝山町｣下車､目の前
*愛媛県武道館まで車で約18分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:無料朝食つき

ホテルアゼノア松山 申込記号F

所在地:松山市勝山町1-16-5

特徴:松山市中心部に位置するホテル｡

交通:伊予鉄道｢勝山町｣下車､徒歩4分
*愛媛県武道館まで卓で約18分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:朝食無料サービス

ホテル｡パティオ 申込記号G

所在地:松山市道後温泉本館前

特徴:道後温泉本館前にあるホテル｡

交通:伊予鉄道｢道後温泉｣下車､徒歩3分
*愛媛県武道館まで車で約25分

チェックイン/15:00　チェックアウト/ll:00

備考:道後温泉本館まで徒歩0分

∴ ･∴∴ 

111-襲翼墓誌紫 凵_ 



【宿泊施設のご案内(道後温泉旅館)】

ホテル八千代 申込記号イ

所在地:松山市道後多幸町6-34

特徴:道後中心部に位置する旅館｡食事が好評｡

交通:伊予鉄道｢道後温泉｣下車､徒歩5分
*会場まで車で約25分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:夕食抜きの場合は1泊あたり1,500円ダウンとなります｡

宝荘ホテル 申込記号口

所在地:松山市道後鷺谷町2-20

特徴:道後温泉中心部に位置する旅館｡

交通:伊予鉄道｢道後温泉｣下車､徒歩5分
*会場まで車で約25分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:夕食抜きの場合は1泊あたり1,500円ダウンとなります｡

ホテル椿館 申込記号ハ

所在地:松山市道後鷺谷町5-32

特徴:道後温泉中心部に位置する上級旅館｡

交通:伊予鉄道｢道後温泉｣下車､徒歩5分
*会場まで車で約25分

チェックイン/15:30　チェックアウト/10:00

備考:夕食抜きの場合は1泊あたり1,500円ダウンとなります｡

道後の宿　葛城 申込記号ハ

所在地:松山市道後湯月町4-16

特徴:道後温泉中心部に位置する旅館｡

交通:伊予鉄道｢道後温泉｣下車､徒歩5分
*会場まで車で約25分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:夕食抜きの場合は1泊あたり1,500円ダウンとなります｡

道後グランドホテル 申込記号ニ

所在地:松山市道後湯之町16-21

特徴:道後温泉中心部に位置する旅館｡食事が好評｡

交通:伊予鉄道｢道後温泉｣下車､徒歩5分
*会場まで車で約25分

チェックイン/15:00　チェックアウト/10:00

備考:夕食抜きの場合は1泊あたり1,500円ダウンとなります｡

ホテル奥道後 申込記号ニ

所在地:松山市未町267

特徴:道後温泉から山側へ約15分｡山間の大規模ホテルです｡

交通:自家用車にてJR松山駅より約30分
*会場まで車で約40分

チェックイン/14:00　チェックアウト/10:00

備考:夕食抜きの場合は1泊あたり1,500円ダウンとなります｡
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【お弁当のご案内】

(1)　宿泊と同時にお申込ください｡お弁当のみのお申込も承ります｡

(2)　料金は､次の通りです｡　735円(お茶付,税込)

(3)　各会場とも徒歩圏内の近い距離にコンビニがほとんどありませんので､ご注意ください｡

(4)　お渡し場所は次の通りといたします｡

お渡し日 ���ﾈ��i?ｪC�y?ｪC��?｢�

お渡し時間 免ﾃ｣��ﾓ�#｣3��

お渡し場所 丿X檍�ｩ]�9h初6��ｨ��

*お渡し場所につきましては､組み合わせ決定後にご相談させて頂きます｡

【航空機団体割引のご案内】

今回ご出場されます皆様の経費削減のため､ご宿泊と共にお申込みを頂くことで割安に料金設定をしました壁型

団体航空運賃をご用意しております｡特に旅行シーズンの週末絡みであり､割引運賃が少ないシーズンにもあたりま

すので経費節減にお役立てください｡シーズン最盛期のため､座席数にも限りがございますので､お早めにお申し込

み下さい｡

なお､団体航空券のため航空便の変更は出来ません｡また最少催行人員(5名)を下回った場合､特別団体航空

運賃が適用にならない場合がございますのでご注意ください｡

◎設定便　羽田空港～松山空港

○上記以外の路線(羽田経由便など)をご希望の方については､弊社までご相談下さい｡

北海道や､東北の空港ご出発の場合など､割引料金をご案内致しますのでお問い合わせをくださいませ｡

○大阪(伊丹) ～松山､福岡～松山､名古屋～松山の各路線は､機材が小さいため団体設定に調整が必要と

なりますので､ご希望のチームはお問い合わせ下さい｡

○搭乗予定日の20日前から指定の取消料がかかりますのでご注意下さい｡

*上記の設定以外のご希望の場合は､お問い合わせ下さい｡

*遠隔地より航空機利用にてご参加予定のチームにつきましては､大会担当までご相談下さい｡松山支店にて手配

もしくは全国各地の最寄りの名鉄観光の支店を紹介いたします

〈備考)

特別団体航空運賃は､インターネットの割引予約のように取り消しと同時にキャンセル料金が半額程度かかってし

まうというものではございませんのでご安心くださいませ｡



811月15日(金)　羽田空港　⇒　松山空港【通常片道運賃@32,070円】
i 蔓が/便姦/ 僮h傀5�5�5x8X�ｸ8ｲ�特別団体航空運賃 

1-A1 免ﾂ��R粟���ANA589 ��#｣��ﾘ�ｳ�3｣#R�15,770円 

1-J1 價AL1465 ��3｣�Rﾘ���C｣3��15,770円 

1-J2 價AL1467 ��S｣��ﾘ���c｣#R�14,270円 

1-A2 僊NA593 ��S｣�Rﾘ���c｣C��14,270円 

1-J3 價AL1469 ��s｣��ﾓ�Ε#R�17,270円 

1-A3 僊NA595 ��s｣3�ﾘ���ΕSR�17,270円 

1-A4 僊NA599 ��ΕSRﾓ#�｣#R�17,270円 

1-J4 價AL1471 ��謄��ﾘ��#�｣3R�17,270円 

菓11月17日(日)　松山空港　⇒　羽田空港【通常片道運賃@32,070円】

･申込記号詳 ��ｹ'ｨﾖ��h鍈������便名 冕ｩY�｢�5�5�5x8X�ｸ8ｲ��������特別団体航空運賃 

2-A1 免ﾂ��r�?｢��ANA590 ��#｣��ﾘ���3｣#R�13,770円 

2-J1 價AL1466 ��#｣��ﾒｳ�3｣3��13,770円 

2-A2 僊NA592 ��C｣#�ﾓ�S｣CR�15,770円 

2-J2 價AL1468 ��S｣��ﾘ���c｣C��17,770円 

2-J3 價AL1472 ��s｣�Rﾘ���Ε3R�17,770円 

2-A3 僊NA596 ��s｣#Rﾘ���ΕSR�17,770円 

2-J4 價AL1476 ��謄�Rﾘ��#�｣3R�17,770円 

2-A4 僊NA598 ��謄CRﾓ#�｣�R�18,770円 

Sl1月18日(月)　松山空港　⇒　羽田空港【通常片道運賃@32,070円】

申〉込記号 ������8ｼcｩf�｢� ��特別団体航空運賃 

3-A1 免ﾂ��ｈﾈ竰�ANA582 ��s｣C�ﾓ�謄���14,770円 

3-J1 價AL1460 ��s｣C�ﾘ璽�謄���14,770円 

3-A2 僊NA584 ��謄3�ﾘ����｣���14,770円 

3-J2 價AL1464 ���｣�Rﾘ����｣CR�14,770円 

3-A3 僊NA590 ��#｣��ﾘ���3｣#R�13,770円 

3-J3 價AL1466 ��#｣��ﾘ���3｣3��13,770円 

3-A4 僊NA592 ��C｣#�ﾒﾓ�S｣CR�17.770円 

3-J4 價AL1468 ��S｣��ﾒﾓ�c｣C��17,770円 

3-J5 價AL1472 ��s｣�Rﾘ���Ε3R�17,770円 

3-A5 僊NA596 ��s｣#X���ΕSR�17,770円 

3-J6 價AL1476 ��謄�Rﾓ#�｣3R�17,770円 

3-A6 僊NA598 ��謄CRﾓ#�｣�R�17,770円 



大会参加中の安全対策には皆様万全を期されていることと存じますが,より安心してご参加いただく

ために､任意傷害保険のご案内をさせていただきます｡

この保険は､大会参加中や往復の移動中の事故による通院または入院､携行品の損害､窃盗など万一の被害に対す

る思わぬ出費を補償

する保険です｡参加者の皆様がより安心してお過ごしいただくために是非ともご加入いただきますよう

お願いいたします｡ (平成22年4月改訂版)

<国内旅行傷害保険>　保険料　500円

保険タイプ一覧表(例)

i i,保険期間＼ 禿�I�)?ｨ-ﾈ,S��<3泊4日まで> 禿iI�y?ｨ-ﾈ,S��

保険タイプ ���#"�AA42 ���s��

死亡,後遺障害 都ペiﾈ冷�601万円 都�)iﾈ冷�

入院保険金日額 澱ﾃ���冷�5,000円 �2����冷�

通院保険金日額 釘ﾃ���冷�3,000円 �"ﾃ���冷�

賠償責任(自己負担額なし) �2ﾃ���iﾈ冷�3,000万円 �2ﾃ���iﾈ冷�

携行品(自己負担額3,000円) 添iﾈ冷�5万円 添iﾈ冷�

救援者費用 鉄�iﾈ冷�50万円 鉄�iﾈ冷�

☆例えばこんな時に役立ちます｡

傷害 唸7ｨ6X8ｸ,ﾈ8ﾘ7(�ｸ,X+�.ｸ/�,X5�4ｸ/�+X+ﾓ�ﾈ檍�ｨ,ﾈ､ｹ&�*�.yx�+�,H5�4ｸ/�+X+ﾘ�ｲ�

賠償責任 唸檍�ｨ,ﾉ5x麒V�/�ﾎｸ,�,H�8+X+ﾔ2ﾈﾎｸ,�,H-�*�,ﾉ�ﾈ,�5�4ｸ/�+8+�+ﾚ��
-携行品 唸齷Zｨ,ﾈ4ｨ8�8�/�9�-ﾈ.ｨ+ﾖ��8�4ｸ6ﾈ/�x�,h+X,H�8+X+ﾚ��

救援者費用 唸5�4ｸ,S�I?ｨ決�9?ﾈ��+ZH+ｸ,ﾈｭH,�+(彿��*ｨ*�*�,(*�.�,ﾈ,儂��*ｨｧﾈ*�,�+ﾘ�ｲ�

<お申込方法>

添付の申込書の｢国内旅行傷害保険｣欄に"加入する"に○印をお付け下さい｡

(加入しない方も"加入しない"○印をお付け下さい)

加入される方は保険期間にも○印をお付け下さい｡

※　ご注意

この保険によって補償される期間(保険期間)は､大会にご参加のためにご自宅を出発されてから帰宅までとなりますのでご注意下さ

い(保険期間中であっても､一度帰宅した後に別の目的で再び出掛けた場合は補償の対象となりません) ｡

募集型企画旅行の契約

本大会の宿泊,昼食･航空機セットプランは名鉄観光サービス(秩)が旅行企画,実施するものであり､お申込いただくお客

様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります｡詳しい旅行条件は当社の店頭またはホームページでご確認

ください(http://www.mwt.cojp) ｡

個人情報の取扱いについて

名鉄観光サービス(樵)は､お申し込みの際に提出いただいた個人情報について､お客様との連絡や輸送,宿泊機関な

どが提供するサービスの手配,受領のために手続きで必要な範囲内で利用させていただきます｡



◎愛媛県武道館

〒790-0948　愛媛県松山市市坪西町551

TEL　089-965-3111

【伊予鉄松山市駅から】

*路線バス(坊ちゃんスタジアム行き)

坊ちゃんスタジアム下車　⇒　徒歩(約5分)

【JR松山駅から】 *1時間に2本程度の運行

*JR(宇和島方面行き)市坪駅下車　⇒　徒歩8分

【お車利用】

*松山自動車道　松山インターチェンジより(南環状線､

R56号線経由)約25分

*タクシーで松山市内中心部より約1 , 800円/25分｡

道後温泉地区より約2, 400円/30分
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コミュニティセンターまでのアクセス

◎松山市総合コミュニティセンター

〒790-0012　愛媛県松山市湊町7丁目5番地

TEL　089-921-8222

【伊予鉄松山市駅から】

*市内電車(JR松山駅行き)

大手町下車　⇒　徒歩7分

または､徒歩10分

【JR松山駅から】　*徒歩10分

松山市総合コミュニティセンター周辺詳細地図
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【お車利用】

*松山自動車道　松山インターチェンジより(南環状線経由)約30分

*タクシーで松山市内中心部より約1 , 000円/10分｡道後温泉地区より約1, 500円/1 5分｡

◎松山市青少年センター

〒790-0864　愛媛県松山市築山町12-33

TEL　089-907-7826

【伊予鉄松山市駅から】

*道後温泉駅前行き､ Iii内行き等のバスで新立下車徒歩約2分

久米駅前行きバスで東高前下車徒歩約3分

*道後温泉行き､ 2番環状線等で勝山町駅下車徒歩約9分
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◎愛媛県総合公園体育館

〒791-1136　愛媛県松山市上野町乙

TEL 089-963-3211

【伊予鉄松山市駅から】
*こどもの城､とべ動物園営業時間内

松山市駅バスターミナルより(30分間隔)
15番線｢砥部線(えひめこどもの城行き)｣
-二ンジ二アスタジアム(陸上競技場)前下車

(こどもの城､とべ動物園営業時間外)

松山市駅バスターミナルより(20分間隔)
18番線｢森松,砥部線(森松､大岩橋､断層口行き)｣
-→総合運動公園口　下車

d
松山観光駕
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連館ii
回国画

【お車利用】
*松山自動車道　松山インターチェンジより(国道33号線経由)約10分
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◎北条スポーツセンター体育館

〒799-2430　愛媛県松山市北条辻1170番地6

TEL　089-993-1900

【伊予鉄松山市駅から】
*松山市駅バスターミナルより(約40分)

せとうちバス北条行き｣
-｢北条スポーツセンター前｣下車

【JR松山駅から】

*JR予讃線｢大浦駅｣下車　徒歩15分

【お車利用】
*松山自動車道　松山インターチェンジ

より(国道176号線経由)約40分
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