
ねんりんピック北海道･札幌　2009第8回ふれあいバドミントン大会
(第22回全国健康福祉祭　北海道･札幌大会　協賛)

こ宿泊･お弁当･航空券･オプショナルツアーの秦内
募集型企画旅行(宿泊･航空券･オプショナルツアー)

参加者各位 ▼トップツアー㈱旭川支店
TOmUt　　　旭川市宮下通7丁目

旭川駅前ビル4 ド

支店長　高草木　伸弥

拝啓､皆様方には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます
さて､この度榛記大会につきまして大会期同中のこ宿泊･お弁当の手配を弊社にてお手
伝いさせていただくことになりました｡つきましては下記事額をこr参照いただきお申込
くださるようお願い申し上げます｡

敬具

記

1.別紙､宿泊施鞍･弁当のご案内を参照いただき､ r宿泊･弁当申込雷｣に記入
の上､ 7月31日(金)までにFAXにてお申込下さい｡

2.申込雷受付社､回答雷･晴求雷を8月1 4日(金)までにFAXいたします｡

3. FAXが届きましたう､ 8月21日(金)までに請求雷に記載の振込み先銀行
にお振込ください｡
※振込手数料はお申込者負担となります｡
※大会期間中の集金はいたしません｡必ずお振込をお願い致します｡

4.お振込の確性能に航空券引換雷､宿泊予約雷､お弁当引換雷
オプショナルツアー予約雷を8月27日(金)までにこ郵送させていただきます｡

5.当日は①回答義と②振込みの控えを持参願います｡
※こ入会後の確旺雷はF AXいたしません｡確珠の必事があるときは上記2点
のこ提示をお願い致します｡

5.こ不明な点につきましては下記までお問合せ願います｡

【旅子琵琶_株式会社旭川支店魔雷管窒晋呈 �3�����

観光庁長官登緑旅行業第38号(社)日本旅行業協会会員ボンド保証会員 �8ｼh鳧ｭB�

〒070-0030旭川市宮下通7丁目旭川駅前ビル4F 佇���ｾ��#�ﾓ�����

TEL:0166-26-3306FAX.0166-22-0422 �7涛#�ﾓ�#C��

担当松里哲彰､遠藤拓也 �?ｨ�ﾝY?ｨ,ﾘｷ鮎b�
総合旅行業務取扱管理者高草木伸弥､松里哲彰 

※　総合旅行業務取扱管理者とは､お客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です｡この旅行の契約に関し､

担当者からの説明にご不明な点がありましたら､ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください｡



ねんりんピック北海道･札幌　2009第8回ふれあいバドミントン大会
(第22回全国健康福祉祭　北海道･札幌大会　協賛)

宿泊･弁当･航空券のご案内
募集型企画旅行　｢宿泊･航空券｣

この宿泊･航空券はトップツアー㈱旭川支店が募集する旅行であり､この旅行に参加されるお客様は

当社と募集型企画旅行契約を締結することになります｡

1　宿泊取扱期間　平成21年8月28日(金) ､ 29日(土) ､ 30日(日)の3泊

2　取扱宿泊施設および宿泊代金(税金･サービス料込み)
(トップツアー㈱旭川支店が旅行企画･実施する｢募集型企画旅行｣です｡最少催行人見は1名で添乗員

は同行いたしません｡詳しい旅行条件につきましては､別紙の旅行条件書をご覧ください｡ )

NO 偬迂�郢�ﾙkﾂ�客室タイプ 偬迂��8ｾ���I�*��ｒ�旭川駅より 

1 ���ﾈ5��ｸ7�6�8ｸ7ｨ6X8ｲ�シングル 湯ﾃ����旭川駅直結 
ツイン 涛C���

2 �7ｨ6X8ｸ8ｸ�ｸ6x4892�企�ﾈ遥���シングル 唐ﾃ����徒歩3分 
ツイン 澱ﾃS���

3 �7H4(6(6x6ﾈ5�7ｨ6X8ｲ�33�企�ﾂ�シングル 唐ﾃC���徒歩3分 

4 ���ﾈ6x�ｸ8��ｸ7ｨ6X8ｲ�シングル 湯ﾃ����徒歩7分 
ツイン 湯ﾃ����

5 �:�68ｬ�X8�5h986x92�7ｨ6X8ｸ企�ﾂ�シングル 湯ﾃ����徒歩1分 

上記宿泊プランは当社の募集型企画旅行であり､各ホテルインターネット等に提示している宿泊料金とは異なります｡
一定程度の客室確保が伴ったものであります｡

3　取り消し料《宿泊》

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

4日目に当たる日以前の解除 �9?ｩmｨ,�9h+ﾘ.�?ｨ*�.y��?ｨ-ﾈ,X,ﾈ����当日の解除 冖9��xﾙW8�����

無料 几xﾗ9�8ｾ�,ﾃ#�R�50% ����R�

4　宿泊施設における注意事項

※回答は申込順にさせていただきます｡部屋タイプは弊社にて指定させていただきます｡
※配宿につきましてはご希望を配慮いたしますがシングル(1人部屋)の回答が多くなりますことをご理解ください｡
※旭川市内は観光客､医学会等の大会のピーク時にあたり宿泊ホテルが大変不足していますのでご希望に添えない

場合がございますことをご理解お廉いいたします｡
※ご提示させていただきました宿泊施設にもお部屋数に限りがございますので先着11剛こ予約を受けさせていただきます｡

※申込締切日(8/7)以降のお申込については改めて手配を乗ります｡

5　お弁当代金　　　一食につき　800円(税込､お茶付)

お弁当の内容は日替わりになります｡

6　取り消し料《弁当》

お弁当受渡日の前日から起算してさかのぼって

2日目に当たる日以前の解除 ���?ｨ-ﾈ,X,ﾈ����当日の解除 

無料 几xﾗ9�8ｾ�,ﾃ#�R�100% 



募集型企画旅行契約｢航空代金｣
(トップツアー㈱旭川支店が旅行企画･実施する｢募集型企画旅行｣です｡最少催行人魚は5名で添乗員

は同行いたしません｡詳しい旅行条件につきましては､別紙の旅行条件書をご覧ください｡ )

航空機のご案内　往路　8月28日(金)

区間 俎�ｿ8檍���便名 偬�ﾘ鳧ｭBﾙ9�(X鳧ｭB�航空代金 �,ｨ�ﾘ暮,��

羽田-旭川 ��?ｩgｸﾗ�ｿ2�1113便 ��C3�ﾓ�c���22,000円 鼎�ﾃc��冷�
1115便 ��sS�ﾓ��3��22,000円 鼎�ﾃc��冷�

②AⅠRDO �3y]b�1735-1915 �#�ﾃ���冷�35,500円 

航空機のご案内　復路　8月30日(日)

区間 俎�ｿ8檍���便名 偬�ﾘ鳧ｭBﾙ9�(X鳧ｭB�航空代金 �,ｨ�ﾘ暮,��

旭川-羽田 �9?ｩgｸﾗ�ｿ2�1112便 ��s��ﾓ�イR�29,500円 鼎�ﾃc��冷�
1116便 �#��Rﾓ##���25,000円 鼎�ﾃc��冷�

⑤AⅠRDO �3云b�l950-2135 �#づS��冷�35,500円 

航空機のご案内　復路　8月31日(月)

区間 俎�ｿ8檍���便名 偬�ﾘ鳧ｭBﾙ9�(X鳧ｭB�航空代金 �,ｨ�ﾘ暮,��

旭川-羽田 �i?ｩgｸﾗ�ｿ2�1104便 ��3�Rﾓ�S���19.000円 鼎�c��冷�

(1)大会特別航空代金のため同一便に5名様以上のお申し込みがあった場合に適
用となります｡

(2)ご希望の便が満席､又は5名様に満たない場合は他の便への変更をお願いいた
します｡予めご了承ください｡

(3)上記設定便以外の路線でも5名様以上であれば団体特別航空代金を設定いたし
ますのでご相談ください｡

但し､団体枠が予約可能な場合に限らせていただきます｣

(4)搭乗日および搭乗便の変更でも一区間につき取消料がかかります｡

(5)上記航空運賃は､平成21年1月現在の航空運賃によります｡航空運賃の規則

の変更により料金が変更になる場合があります｡

(6)発着時刻はあくまでも予定時刻です｡変更される可能性がございますのでご了承
ください｡

(7)平成21年4月以降になりませんと正確な時刻と料金が確定いたしませんので

あく圭でご参考の時亥当と料金でありますことをご承知ください｡

6　取り消し料《航空券》

搭乗予定日の14日前まで ��9?ｩ��為�.h.�8ｸ�iuﾉ.�?｣�?ｨ-ﾈ,R�7日前以降より搭乗予定日2日前まで 

無料 �#�R�30% 

搭乗予定日前日 �8ｸ�iuﾉ.�?ｩ9i?｢�出発時間以降 

40% 鉄�R�100% 

搭乗区間1区間に対する取り消し料金ですので往復の場合は2区間分の取り消し
料金がかかります｡

7　お問合せtお申し込み先

トップツアー㈱旭川支店　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0166-26-3306

担当　松里　哲彰　　遠藤　拓也　　　FAX 0166-22-0422



トップツアーならではのご提案④(オプショナルツアー)
オプショナルツアーは､トップツアー㈱旭川支店が旅行企画･実施するr募集型企画旅行｣です.
各コース共､最少催行人員に満たない場合は旅行中止とさせていただきます.

※各コース最少催行人員　25名　　募集人員　45名

※添乗員　同行いたしません
※食事条件　昼食1回/お弁当+お茶｢旭川空港到着後にお渡しいたします｣

詳しい旅行条件につきましては､別紙の旅行条件書をご覧ください｡ )

ご参加される皆様に､旭川及び近郊の自然･文化･歴史･産業を体感いた
だき､素晴らしい思い出をお持ち帰りいただけるよう､企画･立案いたしま

す｡ (各コース　貸切バスにて運行､バスガイドが乗車)

[ -i-=･-,-,∴主.-_?｡_-,_･-I,I,_:I/--:_i?,:･:･17--三宝:_=J--ノ_二::_=;･二∴･-･-_I__　J

北海道第二の都市､旭川の観光スポットを巡ります｢空港到着後､お弁当(お茶付)をお渡しいたします｡ ｣
8月31日(月)

日程市内各ホテル　　　　　三浦綾子正念苗　　　　　旭川市彫刻集輔　　　　一男山男造-　　　旭川空港

9 00　9.20　　　　　10:00　　　10:30　　　　　　11'10　　　　11:30　12:00　12:30

rB]--,･:旭山動鯛　r鮒代金おlノし釣棚勘　]

Cコープ'∴美瑛.ふら裏声花街遥丁旅行代金お1ノLJ毒∠1.,UDDFj｣

今や夏季シーズンは日本一の入園者数を誇る､最北の【奇跡の動物圏】をたっぷりご見学いただ

きます｢空港到着後､お弁当(お茶付)をお渡しいたします｡ ｣
8月31日(月)

日程市内各ホテル--旭山動物園(園内　フリータイム)I-　旭川空港
8 45　　9　30　　　　　　　　　　　　　　12:00　12:30

r cコ一,-,∴美卦ふらが花街遥丁鮒代金お山針
道路沿いに咲き乱れるラベンダーをはじめとした花々と､ヨーロッパの風景にたとえられる美瑛の丘を巡ります

r空港到着後､お弁当(お茶付)をお渡しいたします｡ ｣

8月31日(月)

日程市内各ホテル+ファーム富田--上富良野(後藤純男美術館)-美瑛の丘-旭川空港

8　00　9　00　　　10:00 10:20　　　　　　　　　　　11 20　　　　　　　　　　12　30

■
攣:;軒]

■』｣



申込期限:平成21年7月31日(金)

ねんりんピック北海道･札幌　2009第8回ふれあいバドミントン大会
(第22回全国健康福祉祭　北海道･札幌大会　協賛)

宿泊･航空券･弁当･オプショナルツアー申込書
※以下に記載する個人情報を旅行手配･代行のために必要な範囲内で宿泊･運送機関等に提供されることを同意の上申し込みます

所属名 ��TEL ��

住所 ��FAX 弌�9ｨ,ﾔd��,�*(+ﾘ+X-ﾈ+r�

連絡責任者氏名 ��責任者TEL 携帯電話 ��

返金の際の口座 仞(ﾗ9kﾂ�支店名 
口座名義 佰ｸﾜ�MHﾘb�

※返金の際の口座は必ず記入願います｡

〔宿泊･航空券申込〕
l 偬迂�?｢�*洩ﾉ��H夊5�487b�8/28(金) 冓8/29(土) �8/30(日) 剄q空券 

シングル �684892�シングル �684892�シングル �684892�往路 兀ﾉр�

例 �6x6(7i�驗��○ ��○ ��○ ��○ ��ｲ�

1 �� �� �� �� ��

2 �� �� �� �� ��

3 �� �� �� �� ��

4 �� �� �� �� ��

■5 �� �� �� �� ��

:合計 剞l ��ﾂ�人 ��ﾂ�人 ��ﾂ�人 ��ﾂ�

宿泊先 ��bﾘｯ9eﾒｒ�第二希望() 

希望部屋タイプ �5h984�8ｵ"�シングルR 
ツインR �684895"�

〔航空券申込〕

ー別紙案内書より希望ホテルの番号を

記入願います｡

航空会社 ��h耳ｯ9eﾒｒ�第二希望() 

往路希望航空便 �� 

復路希望航空便 �� 

+一別紙案内書より希望航空会社の番号を

記入願います｡

〔弁当申込〕 1個　800円税込(冷たいお茶(パック)がついております)

8/29(土) 唐�3��?｢��合計 

個 侘"�個 

※弁当の配布は1 1.30-1 3:00の間にそれぞれの試合会場にてお渡しします｡

〔オプショナルツアー申込〕

希望コース

*変更.取消の場合もお手数ですが､ FAXにてご送信下さい｡

*申込書に記載された個人情報について､お客様との連絡のために利用させていただくほか､お申込の旅行における運送宿泊機関などが

提供するサービスの手配･受領の為の手続きに必要な範囲内､及び当社の旅行契約上の責任､事故時の費用を担保する保険の手続き
上必要な範囲内で､当社と個人情報の取り扱いについて契約を締結するそれら運送宿泊機関､保険会社に対し､予め電子的方法などで

送付することによって提供させていただきます｡


