
 

 

２０１６年２月吉日 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 

各クラブ会長・幹事 様 

第９９回福岡国際大会に参加されるメンバーの皆様      

                                                   ３３０－Ａ地区 

                                 ガバナー 近藤 正彦 

                     国際大会参加委員会 委員長 Ｌ増田 克哉 

                           

 

第 99 回福岡国際大会宿泊予約のご案内 
 

拝啓 春寒の候 貴ライオンにおかれましては、ご健勝にてご活躍のこととお慶

び申し上げます。 

さて、ライオンズクラブ国際協会第 99 回福岡国際大会が 2016 年 6 月 24 日よ

り 6 月 28 日まで、福岡県福岡市において開催されます。  

今期は、330-A 地区としては名鉄観光サービス株式会社を通じてホテル宿泊予約

代行をお受けすることといたしました。本封筒に同封されている、名鉄観光サービ

ス株式会社からのご案内にてお申込みいただけます。まだご自身で宿泊手配をされ

ていらっしゃらない方は、ぜひこちらをご活用いただき、お申し込みのほどよろし

くお願い申し上げます。 

ホテルの部屋数も限られております。お申し込みも先着となりますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 
 
 ＊本案内では「宿泊予約申込み」「交通機関の予約申込み（新幹線・飛行機）」が可能です。 
 ＊ご自身で独自に宿泊や交通機関を予約することも可能です。 
 ＊今回の国際大会では名鉄観光サービス株式会社の添乗ツアーはございません。 
 ＊登録受理番号につきましてはキャビネット事務局から名鉄観光サービス株式会社に 

別途ご連絡します。 
 

 

◇ 本案内に関するお問合わせ先 名鉄観光サービス株式会社  

銀座支店 営業 6 課 清水達哉  

TEL：03-3572-0527  

キャビネット幹事 Ｌ進藤義夫 TEL：090-8845-3565 

地区国際大会参加委員会 委員長 L 増田克哉 TEL：090-1810-7912  

以上 

  



 　

　  
　  
　  

 

　

　 　

おります。下記のホテル以外の宿泊施設をご希望の場合は、下記のホームページより直接ご自身にて予約を行なって下さい。

④ ホテル モントレ･ラ･スール福岡 T : ﾂｲﾝ 15室 25,700円 地下鉄天神駅より徒歩約2分

　

JR博多駅より徒歩約5分ANAクラウンプラザ福岡

第99回 ライオンズクラブ国際大会（福岡） ご宿泊･交通手配のご案内

4) T:ﾂｲﾝと記した室タイプのお部屋は、2名1室利用(2名宿泊)にてお申込のお客様を優先させていただきます。

③ セントラルホテル フクオカ S : ｼﾝｸﾞﾙ 10室 11,100円

申込記号

国際大会開催期間 2016年6月24日（金） ～ 28日（火）

(地図内)
最寄り駅所要時間・距離室タイプ

ライオンズクラブ国際協会330-A地区様より委託を受け、国際大会参加の皆様のご宿泊等のご案内をさせていただきます。

ご検討の上、手配のお申込みをいただきます様、お願い申し上げます。

尚、以下に記す①～⑦までのホテル以外にも「国際大会ホスト委員会」ホームページより、直接宿泊予約が可能となって

ホテル名

https://amarys-jtb.jp/lions99-fukuoka/

1) 下記の宿泊代金は、1泊1部屋当たりの代金となります。朝食代金は含まれません。※税サ込。

①

② ロイヤルパークホテル ザ福岡 T : ﾂｲﾝ

S : ｼﾝｸﾞﾙ 10室

⑤ ホテル リソル 博多 S : ｼﾝｸﾞﾙ 10室 23,800円 地下鉄中州川端駅より徒歩約1分

20,100円
23,100円

地下鉄中州川端駅より徒歩約8分

26,900円
JR博多駅より徒歩約5分10室 28,600円

博多天神地区から車で約10分

※宿泊代金は、1泊1部屋当たりの代金となります。税･サ込。朝食代金は含まれません。

　

１．ご宿泊のご案内

2) 宿泊は、6月24日(金)、25日(土)、26日(日）、27日(月)の4泊が対象です。前後の日付は対象外です.
3) 各ホテル共に、お申込みをいただける室数には制限がございます。下記の販売部屋数をご参照下さい。

　既に登録済みのお客様は、登録番号をお知らせ下さい。未だのお客様は弊社が登録の代行を承ります。

西鉄福岡駅より約500m

S : ｼﾝｸﾞﾙ⑥ キャナルシテイ福岡ワシントンホテル

5) 宿泊予約を承る際は、国際大会の登録が完了している事が条件となります。

販売部屋数 宿泊代金
（1泊1部屋当たり）

T : ﾂｲﾝ 6室

6) 添乗員は同行致しません。ご宿泊に際しては、ご自身にてチェックイン･チェックアウトを行なっていただきます。

⑦ ヒルトン福岡シーホーク

20室

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

「ヒルトン福岡シーホーク」
本部ホテル

「マリンメッセ福岡」
展示ホール・
大会サービスセンター（登録）
投票会場

「福岡ヤフオク！ドーム」
初日総会・二日目総会・
最終日総会



ご希望の区間のJRをお申込下さい。グループでお申込の場合、ご人数様によって回数券のお取扱もございます。

128,160円　（１枚あたり　21,360円

※上記は仮に日本航空便利用の場合の参考例です。全日空便利用も承ります。

※上記以外にも、ライオンズクラブ国際協会が定める宿泊取消規定に基づき発生する諸費用を申し受けます。

（例）　のぞみ指定席回数券（普通車用）　　東京（都区内）/博多（市内）間片道 ※6枚綴り回数券利用の場合

３．お申込・取消・変更方法・弊社取扱手数料

●国際大会登録代行手数料：お一人様＠2,160円（内税）

※普通にJR券を購入する場合は、22,950円となります

往復割引/片道

37,300円～39,000円
大人普通運賃/片道

41,100円～43,600円羽田　→　福岡

区間 航空会社

◎ 2016年　3月の参考運賃　（日本航空／片道）

[ 航空券手配について ]

●宿泊手配代行手数料：お一人様＠5,400円（内税）
●JR券手配代行手数料：お一人様＠1,080円（内税）
●航空券手配代行手数料：お一人様＠2,160円（内税）

期日迄にお振込下さい。

　別紙申込書に必要事項をご記入の上、Fax又は郵送、eメールにて下記 「名鉄観光銀座支店」宛にお送り下さい
　お電話によるお申込は、申込日時の確認が出来ない為、お受け出来かねますのでご了承下さい。

( 5 ) 弊社取扱手数料について
宿泊代金支払代行・送料・通信費・その他手配代行手数料として、下記の手数料を宿泊代金・交通機関手配代金
大会登録料とは別に申し受けます。予約お取消の場合も、下記の手数料を申し受けます。

ご希望の方は申込書にご記入の上、お申込下さい。航空券につきましては、航空会社毎に各種様々な割引運賃の設定

がございます。料金につきましてはご搭乗日の約２ヶ月前に各航空会社より発表されます。予約できる席数には制限

がございますので、予めご了承下さい。

※ 大型イベント期間中の為、予約開始前のお申込みにおいても、ご要望にそえない場合もありますので、予めご了承下さい。

　JR・航空券のみのご依頼もお受けいたします。

[　JR券手配について　]

2016年3月1日（火）～26日（土）のご利用の場合

キャンセル日

２．交通（航空券・JR券）手配のご案内

※各交通機関の変更取消規則に準じます。

( 4 ) 確認書の発送とお支払いについて
お申込を書面にて拝受した後、弊社より「予約回答書」「請求書」をお送りいたしますので、請求書記載の

スーパー先得　・・・・・　ご搭乗日の55日前まで　／　予約変更不可　／　座席制限有　／　当該運賃の５０％相当額の取消手数料＋払戻手数料430円

先得割引Ａ・Ｂ　・・・・・　ご搭乗日の45・28日前まで　／　予約変更不可　／　座席制限有　／　当該運賃の５０％相当額の取消手数料＋払戻手数料430円

特便割引１・３・７　・・・・・　ご搭乗日の９日前・５日前・３日前まで　／　予約変更不可　／　座席制限有

日本航空取消手数料：　出発前：3,000円／出発後：6,000円＋払戻手数料430円

日本航空便利用限定

　取消料は以下の通りです。　（宿泊日の前日から起算します）

　<宿泊代取消料>

ウルトラ先得　・・・・・　ご搭乗日の75日前まで　／　予約変更不可　／　座席制限有　／　当該運賃の５０％相当額の取消手数料＋払戻手数料430円

( 2 ) お申込期日

　2016年 3月 31日（木） 17: 00 まで

( 3 ) 変更・取消料金について

( 1 ) お申込方法

キャンセル料 旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％

　<航空便・JR等の交通機関の取消料>

ご変更、お取消が発生した場合は必ずFax（書面）にて、「名鉄観光銀座支店」宛にお送り下さい。
お電話でのご連絡はトラブルの原因となりますので、お受けできかねます。何卒ご了承下さい。

旅行代金の100％

20日前～8日前17時まで 7日前～前々日17時まで 前日17時まで 当日 ご旅行開始後、無連絡



http://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml

　

　

　

　

　

　

　担当　：　清水　達哉　　　tatsuya.shimizu@mwt.co.jp

　　　　2016年 3月 31日（木）　　17 : 00 まで

<　発送予定日　>
　　　　手配完了後、ご入金が確認出来次第、順次発送を致します。

<　お振込期日　>
　　　　請求書記載期日までにお振込にてご入金を弊社までお願い致します。

　観光庁長官登録旅行業第55号　(社) 日本旅行業協会正会員／旅行業公正取引協議会会員

　Tel　：　03-3572-0527　　　　　Fax　：　03-3571-7447
　総合旅行業務取扱管理者　：　山﨑　直樹

　〒104-0061 　東京都中央区銀座 7-8-2  銀座御幸ビル8階

までご連絡をお願い致します。また旅行条件・代金の基準は平成28年2月10日を基準としています。

６．スケジュール

名鉄観光サービス株式会社　銀座支店 営業6課

<　ＪＲの予約開始　>

４．個人情報の取扱について

ご搭乗２ヶ月前の同一日09:30から予約開始。　ただし、「先得割引」「スーパー先得」「ウルトラ先得」等一部の運賃は

除きます。　

ご乗車１ヶ月前の同一日10:00から予約開始。

　当社は申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただくほか、お申込いただいた旅行に

今回のご旅行には、最小催行人員は１名とし、添乗員の同行はございません。何かご不明な点がございましたら下記連絡先

　上記のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社のホームページでご確認下さい。

おける運送・宿泊機関の提供するサービスの手配及び受領のための手続に利用させていただき、必要な範囲内で当該機関等

に提供いたします。

7．お申込・お問合せ

<　お申込受付期日　>　※各ホテルの販売部屋数が満室になり次第、期日前でも受付を締め切ります。

詳しくは旅行条件を明記した書面をお渡しいたします。

５．備考

<　航空機の予約開始　>



氏名 年齢 歳

所属クラブ名（330-A地区）

勤務先名 お役職名

〒　　　－

□自宅宛 □会社宛

電話 （　　　　）　　　　－ ＦＡＸ （　　　　）　　　　－

携帯電話 （　　　　）　　　　－

E-mail                          ＠　

希望するコースにレ印を付けるか、記号をお書き下さい。

　 　
　

※ホテルリスト左の申込記号を記入して下さい

　 　　
 禁煙部屋希望  喫煙部屋希望

※ご希望通りにならない場合もございます。

 シングル希望  ツイン希望

ツインルーム・２名様利用をご希望の方は同室者名を
ふりがなをつけてご記入下さい。 同行者のお名前をお書き下さい。

※記載いただいた便名/出発時間は弊社にてチェックの上、ご回答させていただきます。

往路 　駅　⇒　博多駅 　時頃到着希望

復路 　時頃発希望　⇒　 　駅

 禁煙席希望  喫煙席希望  窓側希望  通路側希望

往路 　空港　⇒ 　時頃到着希望

復路 　時頃発希望 ⇒ 　空港

 
 

　Ａ．普通往復運賃希望

※既にキャビネット経由にて大会登録がお済みの方は、登録受理番号は弊社よりキャビネットに確認致します。

名鉄観光に
 依頼する  ご自身又はキャビネット経由にて登録済 ご自身にてこれから登録を行なう

大会登録のみのお申込はお受け致しません。　宿泊もしくは、交通手配をお申込いただいた方がお申込いただけます。

　

支払い方法　（ご予約確認書とご請求書を後日お送りします。）
① お振込み ② ＶＩＳＡ又はマスターカード、ＪＣＢによる支払い

下記口座にお振込下さい。 下記のカード番号に請求して下さい。

三菱東京ＵＦＪ銀行　新東京支店 私はこれにて、名鉄観光が私のクレジットカード勘定から
（普通）３３１８３３１ 上記の総額を引き落とす事を許可します。また、私は今後
三井住友銀行　東海支店 予約項目に変更が生じた場合、名鉄観光が私のクレジット
（普通）２３３５３３１ カード勘定から当該金額を引き落とすか又は同勘定に
みずほ銀行　第五集中支店 払い戻すことに同意します。
（普通）０１７０３３１

※　②カードによる支払いに記入がない場合は、 有効期限 年 　

 ①お振込みでのお支払いとなります。 カードの名義人

LC割当ホテル利用の場合は、登録受理番号が宿泊予約に際して必要になります

＊コピーを控えとしてお手元に残し、2016年3月31日（木）迄に名鉄観光サービス㈱ 銀座支店宛てにFAX又は郵送、メールにてお送り下さい。

 窓側希望  通路側希望

6月

＊別手配などのご希望がある場合はその旨空欄に追記下さい。

振込先：名鉄観光サービス株式会社

署名

月まで有効

３．大会登録手配

登録代行を

第一希望

ﾌﾘｶﾞﾅ

チェックイン日：　　月　　日

名鉄観光に宿泊手配を依頼する 既にご自身･クラブにて予約済（ホテル名:　　　　　　　　　　　　）

名鉄観光に交通手配を依頼する

福岡国際大会 各予約代行申込用紙（330-A地区用）

名鉄観光サービス株式会社　銀座支店
〒104-0061  東京都中央区銀座 7-8-2　銀座御幸ビル

E-mail ：  tatsuya.shimizu@mwt.co.jp　　担当者： 清水達哉
タイプするか活字体を使用して記入して下さい。

Tel　：　03-3572-0511   Fax　：　03-3571-7447

この申込用紙ご記入の上、下記ＦＡＸ又は郵送、メールにてお申込み下さい。（記入日：　　月　　日）

請求書
送付先

１．宿泊手配

宿泊日

同室希望者

（記名）

希望ホテル

日

室タイプ

喫煙希望

日

日

羽田

福岡空港羽田

 日本航空（ＪＡＬ）希望  全日空（ＡＮＡ）希望

グループでお申込の方

Ｂ．特割（ＡＮＡ）／特便割引（ＪＡＬ）希望 Ｃ．旅割（ＡＮＡ）／先得割引（ＪＡＬ）希望

博多駅

　

第二希望

２．交通手配

（出発時基準）

チェックアウト日：　　月　　日

航空券手配
希望の場合 6月 日 福岡空港

6月

JR手配希望
の場合 6月

ご自身･クラブにて予約する⇒弊社へご利用便情報をお知らせ下さい
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