
松山支店

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

期 間：平成 28 年 9 月 16 日（金）～ 9 月 19 日（月） 

会 場：愛媛県総合運動公園体育館 他 



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 35 回全日本ジュニアバドミントン選手権大会が愛媛県松山市と伊予郡砥部町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  吉田 直樹

【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 全日本ジュニアバドミントン選手権大

会デスク」へ平成 28年 8月 26 日（金）必着で郵送またはＦＡＸにてお申込ください。 

 ② 申込書に基づきまして、責任者の方に請求書と宿舎決定通知書を 9月 9日（金）を目途に発送致します。 

 ③ 請求書の代金を 9月 15日（木）までに指定の口座までお振込ください。 

 ④ 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 全日本ジュ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）。 

 ⑤ 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 全日本ジュニアバドミントン選手権大会

デスク」へ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自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。 

みずほ銀行 第五集中支店  普通預金  ０１７０８５３ 

名鉄観光サービス株式会社 



旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第５５号 (社)日本旅行業協会正会員

第 35回全日本ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会ﾃﾞｽｸ 

〒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 

ＴＥＬ：（０８９）９２１－５１３１  ＦＡＸ：（０８９）９２１－７１６６ 

松山支店

【取消料について】 
●ご宿泊

21日前まで 20 日～8日前まで 7日～2日前まで 宿泊日前日 宿泊日当日 無連絡及び開始後

無料 １，０００円 ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

   ＊ 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１３：００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 

取消日 

旅行開始日の前日から 

起算してさかのぼって 旅行開始日の前日 旅行開始日の当日
旅行開始後の解除無

連絡・不参加 
20 日～8日前まで 7 日～2日前まで 

取消料 旅行代金の 20％ 旅行代金の３０％ 旅行代金の４０％ 旅行代金の５０％ 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 2016 年 6 月 28 日を基準としています。また、旅

行代金は 2016年 6月 28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・申込先】 



【宿泊のご案内】 
（１） 宿泊取扱日は平成２８年９月１５日（木）、１６日（金）、１７日（土）、１８日（日）の３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、他のランクの施設へのご案内となりますので予めご了承下さ

いませ。 

（３） 平成２９年えひめ国体のリハーサル大会と秋の３連休の両方と重なるためご提供できる部屋数に限りがご

ざいます。なるべくお早めにお申込みを頂きますようお願い致します。 

松山市内・ホテルタイプ（基本：洋室） 

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。 

記号 宿泊施設 部屋タイプ 宿泊料金 

Ａ－１ ダイワロイネットホテル松山、ネストホテル松山 
※3 

【ビジネスホテルタイプ】

シングル １１，０００円

Ａ－２ ツイン １０，０００円

Ｂ－１ ホテルＪＡＬシティ松山、カンデオホテルズ松山大街道、松山東急ＲＥＩホテル 
 ※4

【ビジネスホテルタイプ】

シングル １０，５００円

Ｂ－２ ツイン ９，５００円

Ｃ－１ 
松山シティホテル、プレミアイン松山 

【ビジネスホテルタイプ】

シングル ９，８００円

Ｃ－２ ツイン 設定なし 

Ｄ－１ 
ホテルクラウンヒルズ松山、ターミナルホテル松山 

【ビジネスホテルタイプ】

シングル ８，５００円

Ｄ－２ ツイン 設定なし 

Ｅ－１ 東横イン松山一番町、アビスイン道後・松山、ホテルニューカジワラ、 
ホテルアビス松山、スーパーホテル松山 

【ビジネスホテルタイプ】

シングル ７，５００円

Ｅ－２ ツイン ６，５００円

※１ Ｅ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 １７日（土）・１８日（日）の宿泊は上記宿泊料金より一律５００円（税込）アップとなります。 

※３ ダイワロイネットホテル松山は 2016 年オープンで全客室トイレ・バスセパレートタイプとなります 

※４ カンデオホテルズ松山大街道は 2015年オープンで温泉大浴場付きとなります 



【宿泊施設のご案内】 

①ダイワロイネットホテル松山       申込記号Ａ

所在地：松山市一番町 2-6-5 
特徴：松山市中心部に位置するホテルで、繁華街も近い。 
    平成 28年オープン。全客室お風呂とトイレが別々。 
交通：伊予鉄道「大街道」下車、徒歩 2分 
チェックイン/15：00  チェックアウト/11：00 
備考： 

②ネストホテル松山              申込記号Ａ

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 
チェックイン/14：00  チェックアウト/10：00 
備考： 

③ホテルＪＡＬシティ松山         申込記号Ｂ 

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 
チェックイン/15：00  チェックアウト/10：00 
備考： 

④カンデオホテルズ松山大街道    申込記号Ｂ 

所在地：松山市大街道二丁目 5番 12 
特徴：松山市中心部に位置するホテルで、繁華街も近い 
    平成 27年オープン。天然温泉大浴場を備えます。 
交通：伊予鉄道「大街道」下車、徒歩 1分 
チェックイン/15：00  チェックアウト/11：00 
備考： 

⑤松山東急ＲＥＩホテル            申込記号Ｂ

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 
チェックイン/15：00  チェックアウト/10：00 
備考： 



⑥松山シティホテル              申込記号Ｃ

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 
チェックイン/15：00  チェックアウト/10：00 
備考： 

⑦プレミアイン松山               申込記号Ｃ

所在地：松山市勝山町 1-18-1 
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 
チェックイン/15：00  チェックアウト/11：00 
備考： 

⑧ホテルクラウンヒルズ松山       申込記号Ｄ 

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 
チェックイン/14：00  チェックアウト/11：00 
備考： 

⑨ターミナルホテル松山          申込記号Ｄ 

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 
チェックイン/16：00  チェックアウト/10：00 
備考： 

⑩東横イン松山一番町           申込記号Ｅ 

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 
チェックイン/16：00  チェックアウト/10：00 
備考： 

⑪アビスイン道後・松山 申込記号Ｅ

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 
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 



⑫ホテルニューカジワラ           申込記号Ｅ

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。 
チェックイン/15：00  チェックアウト/10：00 
備考： 

⑬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 
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 

⑭スーパーホテル松山           申込記号Ｅ 

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 
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 

 ＊ホテル名の前にある番号は次ページの地図の番号とリンクしていますのでご確認ください 
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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。   ８５０円（お茶付・税込・空箱回収サービスあり） 

（３） 両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 ９月１７日、１８日、１９日 

 お渡し時間 １１：００ ～ １２：００ 

 お渡し場所 各会場 弁当引渡場所 

             ＊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特別

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。 

   ○搭乗予定日の前日より起算して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。 



■９月１６日（金）  羽田空港 ⇒ 松山空港 【通常片道運賃＠３５，８００円】 

申込記号 搭乗日 便名 スケジュール 特別団体航空運賃

１－Ａ１ 

９月１６日 

（金） 

ＡＮＡ５８３ ０７：２５ → ０８：５０ １９，８９０円  

１－Ｊ１ ＪＡＬ４３１ ０７：２５ → ０８：５０ 設定なし 

１－Ｊ２ ＪＡＬ４３３ ０９：３０ → １１：００ 設定なし 

１－Ａ２ ＡＮＡ５８５ ０９：３５ → １１：０５ ２１，３９０円  

１－Ｊ３ ＡＮＡ５８９ １２：１５ → １３：４０ ２１，３９０円  

１－Ａ３ ＪＡＬ４３５ １２：４０ → １４：０５ 設定なし 

■９月１９日（月）  松山空港 ⇒ 羽田空港 【通常片道運賃＠３５，８００円】 

申込記号 搭乗日 便名 スケジュール 特別団体航空運賃

２－Ｊ１ 

９月１９日 

（月） 

ＪＡＬ４３２ ０９：３５ → １１：００ 設定なし 

２－Ａ１ ＡＮＡ５８４ ０９：３５ → １１：０５ １５，８９０円  

２－Ｊ２ ＪＡＬ４３４ １１：４５ → １３：１０ 設定なし 

２－Ａ２ ＡＮＡ５９０ １１：５０ → １３：１５ １５，８９０円  

２－Ａ３ ＡＮＡ５９２ １４：２５ → １５：５５ 設定なし 

２－Ｊ３ ＪＡＬ４３６ １４：４５ → １６：１５ 設定なし 

２－Ｊ４ ＪＡＬ４３８ １７：０５ → １８：３５ 設定なし 

２－Ａ４ ＡＮＡ５９６ １７：１０ → １８：４５ 設定なし 

２－Ｊ５ ＪＡＬ４４０ １９：００ → ２０：３０ 設定なし 

２－Ａ５ ＡＮＡ５９８ １９：２５ → ２１：００ 設定なし 

＊ 上記特別団体航空運賃には羽田空港施設使用料（290 円）を含んでいます 



国内旅行傷害保険のご案内 

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２８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）

保 険 期 間 ＜１泊２日まで＞ ＜３泊４日まで＞ ＜６泊７日まで＞

保 険 タ イ プ ＡＡ２２ ＡＡ４２ ＡＡ７１ 

死 亡 ・ 後 遺 障 害 ５８４万円 ３５５万円 ４４７万円

入 院 保 険 金 日 額 ６，０００円 ４，５００円 ３，０００円

通 院 保 険 金 日 額 ３，５００円 ３，０００円 ２，０００円

賠償責任（自己負担額なし） ３，０００万円 ３,０００万円 ３，０００万円

携行品（自己負担額 3,000 円） ５万円 ５万円 ５万円

救 援 者 費 用 ５０万円 ５０万円 ５０万円

☆例えばこんな時に役立ちます。 

傷 害 ・ホテルのロビーでころんでケガをした。・会場の階段から落ちてケガをした。 

賠 償 責 任 ・会場の展示品を誤って壊した。・誤ってほかの人にケガをさせた。 

携 行 品 ・自分のカメラを盗まれた。・メガネを落として壊した。 

救 援 者 費 用 ・ケガで１４日以上入院し、その間にご家族がかけつけるのに費用が掛かった。 

＜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（株）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.co.jp）。 

個人情報の取扱いについて 

名鉄観光サービス（株）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。 



愛媛県総合公園体育館までのアクセス

◎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）」 
→ニンジニアスタジアム（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 

【マイカー利用】 
＊松山自動車道 松山ＩＣより（国道 33号線経由） 約１０分 

砥部町ゆとり公園体育館までのアクセス

◎砥部町ゆとり公園体育館 

〒７９１－２１２２  愛媛県伊予郡砥部町千足 400番地 

ＴＥＬ ０８９－９６２－４６００ 

【マイカー利用】 
＊松山自動車道 松山ＩＣより 
（国道 33号線経由） 約１５分 

砥部町ゆとり公園体育館 


