
宿泊 唳]�9b�･交通機関のご案内 

開催期日　平成22年11月20日(土)～22日(局)

第一会場　　福岡県立久留米休育館

第二会場　　久留米市みつま総合体育館

第三会場　　大牟田市民体育館

第四会場　　うきは市総合体育館

第五会場　　筑後広域公園体育飴

第六会場　　大木町総合体育館

第七会場　　福岡市民体育館

お申込み･お問い合わせは

〒830-0023　福岡県久留米市中央町38-6

静西甜行久留米支店
担　当:話藤･宮原･安武

TEL 0942-33-1573

FAX 0942-33-8459

営業時間:月曜日～金曜日　9:30-18:00
土曜日　　　　　　9:30-12:00

(日曜日･祝日は休業)



シニアバトミントン選手権大会27Eg

～宿泊･弁当･史通機関のご案内～

拝啓皆様におかれましては､益々ご清栄のこととお喜び申し上げます0
この度､第27回全日本シニアバドミントン選手権大会が開催されますことを

心よりお喜び申し上げます｡

今回､ご参加の皆様の宿泊･お弁当･オプショナルツアーの手配に関しましては

弊社にてお取り扱いをさせていただくこととなりました｡

皆様の滞在期間中､私ども西鉄グループをあげて大会の成功-万全の体制で
ご案内申し上げる所在でございますので､何卒よろしくお願いいたします｡

敬具
西鉄旅行株式会社　久留米支店

会場名.住所.アクセス 冰ﾉ.稲ﾙm｢�

第一会場 兀�ｨﾊyzxｷiz�I�ﾈ支ｭ��40歳暮75歳 久留米市東櫛原町(電話:0942-39-7371) 

西鉄久留米駅より車で5分.JR久留米駅より車で約10分 

第二会場 亶iz�H�8-ﾘ,8-ﾉ�ﾘﾘy�ﾈ支ｭ忠6I�#｣�鼎"ﾓcRﾓ���R��35歳 久留米市三瀦町玉満2593-1 

西鉄三瀦駅より徒歩で約10分 

第三会場 ��YkI68�9j��ﾈ支ｭ忠6I�#｣�鼎BﾓS2ﾓc��2��SO歳 大牟田市宝坂町2丁目86番地 

西鉄大牟田駅.JR大牟田駅より車で約10分 

第四会場 �*H*ｸ,ﾘ�9�ﾘﾘy�ﾈ支ｭ忠6I�#｣�鼎2ﾓsBﾓ������60歳暮65歳 うきは市浮羽町朝田215番地 

JRうきは駅より車で約10分 

第五会場 �'ﾘﾎ8ﾔﾈ刺ﾏh���ﾈ支ｭ忠6I�#｣�鼎"ﾓS2ﾓCc����45歳 筑後市大字津島831-1 

JR船小屋駅より徒歩で約10分 

第六会場 ��Ym�*ﾉ�ﾘﾘy�ﾈ支ｭ忠6I�#｣�鼎Bﾓ3"ﾓ�#モ��55歳.70歳 大木町大字八町牟田617-1 

JR八町牟田駅より徒歩で3分 

第七会場 兀�ｨ�9j��ﾈ支ｭ忠6I�#｣��"ﾓcC�ﾓ��3R��30歳 福岡市博多区東公園8番2号 

JR吉塚駅より徒歩で約10分o地下鉄千代県庁口駅より徒歩1分o 



(1)宿泊日

平成22年11月19日(金)～11月21日(日)の3日間

(2)宿泊に{するご案内

①表記の宿泊料金は､税金サービス料･消費税込の御一人様あたりの料金です｡

②お申込みは､申込記号でご記入下さい｡

③満員の場合は､第2希望のホテル､又は他のホテルでご案内させていただく
場合がございます｡また､お申込多数の場合､下記以外のホテルでご案内をさせて
いただく場合もございますので予めこ了承ください｡

④宿泊予約券は後目送付いたしますので､直接ホテルフロントにお渡し下さい｡

⑤ホテルタイプ利用の場合はツイン･シングルルーム利用を基本と致します｡

(利用室タイプに関わらず同一料金となります｡室タイプの指定はお受けできません
ので予めこ了承下さい｡ )

⑥旅館タイプ利用の場合は､和室利用を基本とし､箇体ごと男女別の和室定員の
相部屋となります｡

⑦1泊2食(夕食)をご希望される場合､宿泊施設によりましてはご希望の時間に
対応できない場合がございます｡予めご了承下さい｡

●久習米地区　　　*対象会場日.福岡県立久留米体育館･久留米市みづま総合体育館

大木町総合体育館
番号 �7ｨ6X8ｹkﾂ�会場までの時間 ��磯h��ﾈ��宿泊代金 ��ﾈﾙ雍ﾈﾘb�

A �6�486ﾈ5�7ｨ6X8ｸｷiz�B�車で約5分 ��I�*����7,000円 ��ﾓ��
車で約25分 ��I�)���9,000円 ��ﾓ"�

B �7ｨ6X8ｸ6ｨ8X�ｸ7h8�5Xｷiz�B�車で約5分 ��I�*����6,500円 �"ﾓ��
車で約25分 ��I�)���8,600円 �"ﾓ"�

C 亶iz�H8�5h986x987ｨ6X8ｸ7h8�5R�車で約5分 ��I�*����7,500円 �2ﾓ��
車で約25分 ��I�)��� 梯�

D 亶iz�H4�8ｨ�ｸ988ｨ6(6�7ｨ6X8ｲ�車で約5分 ��I�*����6,500円 韮ﾓ��
車で約25分 ��I�)���8,500円 韮ﾓ"�

E �4x986�987ｨ6X8ｲ�車で約5分 ��I�*����6,000円 燃ﾖﾂ�
車で約25分 ��I�)��� 梯�

F 亶iz�H5��ｸ7�6�8ｸ7ｨ6X8ｲ�車で約5分 ��I�*����5,500円 巴ﾓ��
車で約25分 ��I�)��� 梯�

G 亶iz�H5�6X�ｸ5h8x987ｨ6X8ｲ�車で約10分 ��I�*����6,500円 排ﾓ��
車で約25分 ��I�)��� 梯�

H �8ﾈ��4899�ﾉ58ｷiz�H遥8ﾈﾏｲ�車で約5分 ��I�*����6,000円 狽ﾓ��
車で約25分 ��I�)��� 梯�

I 几xｭ佻ﾈ個�車で約6分 ��I�*����6,000円 白ﾓ��
車で約25分 �ｩI�)���8,000円 �Bﾓ"�

*会場までの所要時間日上記(福岡県立久留米体育館)下記(久留米市みずま総合体 劔�xｭ鋳�

*大木町総合体育館まで久留米市内ホテルより車で約30分です｡

●大 僵�69&霎bｩ���ｸ檍�｢�?ｩ�YkI68�9j��ﾈ支ｭ��

番号 �7ｨ6X8ｹkﾂ�会場までの時間 ��磯h��ﾈ��宿泊代金 ��ﾈﾙ雍ﾈﾘb�

J �4��ｸ8�5�4ｸ�ｸ6h987ｨ6X8ｲ�車で約10分 ��I�*����6.500円 箸ﾓ��
1泊2食 ��/ 

K �6ｨ8X�ｸ8ﾘ488H8ｲ�車で約10分 �ｩI�*����6,500円 抜ﾓ��
一泊2食 ��/ 



●うきは地区*対象会場...うきは市総合体育館 
番号 �7ｨ6X8ｹkﾂ�会場までの時間 ��磯h��ﾈ��宿泊代金 ��ﾈﾙ雍ﾈﾘb�

L 侏I-�4�8�986�5�4ｨ487ｨ6X8ｲ�車で約15分 ��I�*����9,000円 板ﾓ��
1泊2食 ��"ﾃ���冷�L-2 

M �Hﾆ��b�車で約15分 ��I�*����9,000円 挽ﾓ��
1泊2食 ��"ﾃ���冷�M-2 

N ��y�(ｧB�車で約15分 ��I�*����9,000円 披ﾓ��
1泊2食 ��"ﾃ���冷�N-2 

*2名以上でお申込み下さい○ 

●筑後地区*対象会場日.筑後広域公園体育館.大木町総合体育館 
番号 �7ｨ6X8ｹkﾂ�会場までの時間 ��磯h��ﾈ��宿泊代金 ��ﾈﾙ雍ﾈﾘb�

0 �7ｨ6X8ｸ4�9H4h6ｨ8X�ｹ'ﾘﾎ2�車で約10分 ��I�*����6,000円 ��ﾓ��
車で約15分 ��I�)��� 梯�

P �7ｨ6X8ｸ4x6�8(986��車で約10分 ��I�*����6,000円 ��ﾓ��
車で約15分 ��I�)��� 梯�

*会場までの所要時間-上記(筑後広域公園体育館)下記(大木町総合体育館) 

●福岡地区　　　　　*対象会場･･･福岡市民体育館

番号 �7ｨ6X8ｹkﾂ�会場までの時間 ��磯h��ﾈ��宿泊代金 ��ﾈﾙ雍ﾈﾘb�

Q ��ﾉ584899H��ﾘ羊�車で約10分 ��I�*����7,500円 ��ﾓ��
1泊2食 ��/ 

R ��ﾉ584899Y�｢�車で約10分 ��I�*����7,500円 �"ﾓ��
1泊2食 ��/ 

(1)昼食弁当
1 1月20日(土) 21日(日) 22日(月)の昼食弁当の予約をたまわります｡

地元福岡の食材を生かしたメニューにて調製しております｡
●1食840円(お茶付･税込み)

●お渡し場所･時間/大会会場にて1 0 : 00-1 4 : 30の間
*お弁当の内容は日替わりとなっております｡

(1 )航空機のこ秦内
大会ご参加の皆様の便宜を図るため､航空機の手配をさせて頂きます.

ご希望の際は､申込書､交通手配希望の欄にこ記入の上､お申込み下さい｡

注: ①特別割引運賃は1区間(同一便) 1団体5名様以上でお申込みいただけます｡

ご希望便が満席の場合は､便の変更をお願いするか､通常の手配(割引･普通
運賃など)にてこ利用いただくことがございます｡予めご了承ください｡

②各便の変更はできません｡一度取消の後､再予約となります｡

③最終確定の出発時刻･便名は予約回答書にてご案内いたします｡

*第27回シニアバドミントン料金をご準備致しております｡ 8月初旬に料金が出ます｡

是非､ご利用下さい｡
*その他スーパー先得･先得･得割などございます｡

(2) JRのご案内
8名様以上が同一行程でJ Rを利用される場合､普通運賃が1 5%割引となります｡

ご希望の際は､申込書､交通手配希望の欄にご記入の上､お申込下さい｡

注:ご希望の列車が満席の場合は､他の列車をご案内させていただくことがございます

ので予めご了承ください｡



ので予めこ了承ください｡

24時間まで �夷3�?ｩh��代表車種 

Kクラス 澱ﾃ���冷�6,000円 �8�5895"�8��ｸ9B�5�6X8�4�8�5��

Sクラス 澱ﾃS��冷�6.300円 �7H4(6(6r�7ﾘ�ｸ6��5�487H6x4�8�5��

Aクラス 唐ﾃ���冷�7,000円 �4ｨ8ﾘ�ｸ8定8�6X484定48987h8ﾈ6(5H4�8�5��

EBクラス 湯ﾃ���冷�8.000円 �7h8ｨ4X5り48985H486x4�8�5��

*福岡空港店.博多駅店.JR久留 劔¥H踊,X,ﾈ+(ﾅ)>�,h,�.�-ﾈ+r��

*車種のご指定は出来かねます｡
*全車オートマチック車となります｡

[福岡空港～久留米のアクセスのご案内]

①鉄道

福岡空港⇒JR博多 JR博多駅⇒JR久留米駅

所要時間　5分　　　　　　　　　JR特急　所要時間　約30分　2070円

地下鉄空港線　250円　　　　　JR快速　所要時間　約45分　　970円

福岡空港⇒天神(西鉄福岡駅) 西鉄福岡駅⇒西鉄久留米駅

所要時間10分　　　　　　　　　　　所要時間　30分

地下鉄空港線　250円　　　　　　　　西鉄大牟田線特急　　600円

②バス

福岡空港⇒西鉄久留米駅⇒JR久留米駅

空港連絡バス　所要時間　約55分1200円

(3)買切パスのご案内
西鉄旅行では､出発地や福岡空港･博多駅･ JR久留米駅･西鉄久留米駅から
大会会場､ホテルまでの移動､観光にこ利用いただけるように便利で安全･快適な
貸切バスの手配も承ります｡

車両案内　大型バス:正シート　45席　補助席　8席
中型バス:正シート　33席　補助席　5席

小型バス:正シート　21席　補助席　3席

*当日申し出による利用はこ遠慮ください｡必ず､事前のお申込みが必要になります｡

また､シーズンであり､お早目のお申込みをお願い致します｡
(こ希望がございましたら申込書のその他の欄にこ記入下さい｡ )

～申込方法～

①別紙｢宿泊･弁当･オプショナルツアー申込書｣に必要事項をこ記入頂き､
西鉄旅行㈱久留米支店までF A X又は郵送にてお申込み下さい｡

申込締切日　　平成22年9月21日(火)



会場周辺MAP

ヽ

第一会場 兀�ｨﾊyzxｷiz�I�ﾈ支ｭ��

第二会場 亶iz�H�8-ﾘ,8-ﾉ�ﾘﾘy�ﾈ支ｭ��

第三会場 ��YkI68�9j��ﾈ支ｭ��

第四会場 �*H*ｸ,ﾘ�9�ﾘﾘy�ﾈ支ｭ��

第五会場 �'ﾘﾎ8ﾔﾈ刺ﾏh���ﾈ支ｭ��

第大会場 ��Ym�*ﾉ�ﾘﾘy�ﾈ支ｭ��

第七会場 兀�ｨ�9j��ﾈ支ｭ��



_∴=
●申込代表者記入欄(請求書･予約確認書などの送付先となります｡)

FAX 0942-33-8459

TEL　0942-33-1573

申込番号 (西鉄旅行記入) ��

お申込み締切:2010年9月21日(火)

申込代表者 �7H8ｨ4ｸ6��取消に伴う 返金の場合 の振込先 仞(ﾗ9kﾃ｢�氏名 剋x店名: (普通.当座)一〇印を記入 口座番号: 

連絡先住所 (書類送付先) ���ｼ駝��h��齷�籐Tｸ+�,x+�.x*�,�8/�*姥H*�ｨ+8*"�
T TEL:FAX: 剏綠ﾀ名義二 

参考:福岡までのご利用交通機関(○をして下さい) 貸切バス.JR.航空機.マイカー 

フリガナ(必ずご記入下さい) 参加者氏名 剩N 齢 ��ｲ�¥｢�宿泊申込欄 (希望日に○を記入) 劍ｯ9eﾘ7ｨ6X8ｲ�斡ﾈﾘhｴﾉ?ﾂ���684898,ﾈ�ｨﾘr�:�ｨ�)kﾂ�航空券申込欄 劍6X4�6ｨ4ｨ8ｲ�684��ｲ�亥���餮8������

ll/19 免ﾂ�#��ll/21 ��h爾�ｯ9eﾒ�第二 希望 刹�`名 �+(ｯ9eﾙ�ﾙ.云b�

往路 兀ﾉр�

例 �7H4�4�4ｨ5�8ﾘ4R�Y�ｩ�驟��40 俤�� �� �� �7H4�4�4｢粐粐粐�H6�5"�Y�ｨ扎���羽田 �� 伜�*��

1 �� �� �� �� �� �� ��

2 �� �� �� �� �� �� ��

3 �� �� �� �� �� �� ��

4 �� �� �� �� �� �� ��

価 考 欄 ��

※必要事項をご記入,又は○印をつけて下さい｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ツインルームをご希望の方は,必ず同室者をご記入下さい｡

※氏名には必ずフリガナをつけて下さい｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※氏名の欄が足りない場合はこの用紙をコピーしてご利用下さい｡


