
バイキング
６:１５～ なし △

徒歩圏内東豊線豊水すすきの駅（４番）から徒歩３分 Ｄ-２ ツイン 5 １泊　

ホテルリリーフ札幌すすきの バイキング
７:００～ ○ ○

２台

　＊駐車場のご利用条件（料金等）は宿泊施設によって異なります。近隣のコインパーキングや有料駐車場をご利用いただく

　　 場合もございます。宿泊施設決定後に各施設のホームページまたは直接お問合せにてご確認下さい。

なし なし

ツイン

なし
ＪＲ札幌駅（南口）から徒歩３分 Ｇ-２

　【宿泊に関する留意事項】

　＊欠食控除の取り扱いはいたしません。

バイキング
６:３０～

○
３台

　■設定ホテルと宿泊代金：

　■宿泊設定日： 　（前後泊が必要な場合はお問合せ下さい。）

　■旅行日程　 

出発日

帰着日

出発地…（各自移動）…大会宿泊地・ホテル（泊）

ホテル…（各自移動）…帰着地

朝× 昼× 夕×

　　大会参加者の宿泊は、名鉄観光サービス㈱北海道営業本部が企画・実施する「募集型企画旅行」となります。

　　この度は、第４５回ＪＳＣＡ全国マスターズスイミングフェスティバルへのご出場おめでとうございます。

　本大会が札幌市にて開催されるにあたり、私ども名鉄観光サービス㈱北海道営業本部が大会に参加される皆様の便宜を

　お図りするため宿泊等のお世話をさせていただく運びとなりました。大会の成功をお祈りし、皆様のお越しをお待ち申し上げて

　　おります。下記の要項をご覧いただき、お早めにお申込みいただきますよう、ご案内申し上げます。

　■添乗員：同行いたしません。

朝○ 昼× 夕×

　■最少催行人員：１名より催行いたします。

地
区

大浴場
コイン
ﾗﾝﾄﾞﾘｰ

Ａ-１

１泊　

宿泊料金（１泊朝食）
お一人様当り／税込

朝食
対応

ﾍﾞｯｾﾙﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟｰﾅすすきの 20 １泊　 バイキング
６:００～南北線すすきの駅（４番）から徒歩４分 Ａ-２ ツイン

シングル

記号 部屋タイプ 確保室数

設定ホテル

ホテル名／交通アクセス

Ｂ-１ シングル

20

南北線すすきの駅（３番）から徒歩１分

Ｔマークシティホテル札幌 20 １泊　 バイキング
６:３０～※１ なし △

徒歩圏内

シングル
のみ

20 １泊　 ○
５台

南北線中島公園駅から徒歩３分

シングル
のみ

20 １泊　Ｅ-１

5

ホテルグレイスリー札幌 Ｆ-１ シングル

ホテルロンシャンサッポロ Ｄ-１ シングル

ＪＲ札幌駅（南口）から徒歩１分／地下直結 Ｆ-２ ツイン １泊　

す
す
き
の
・
中
島
公
園

　＊宿泊施設のお申込は、ＷＥＢシステムで空室状況を確認しながら申込時に予約確定ができます。（先着順です）

　　 （消臭対応等になる場合がございます。）

5 １泊　
○ ○

５台

　＊状況によっては設定外の宿泊施設を代案提示する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

　＊競技会場周辺の宿泊施設で、事前に確保した客室数は限られています。ご理解の上、お申込みいただきますよう、お願い

　　申し上げます。 

　＊禁煙ルームの部屋数に限りがあるため、喫煙ルームが一部含まれる場合があります。あらかじめご了承下さい。

南北線すすきの駅（５番）から徒歩５分 Ｂ-２ ツイン 5 １泊　

東横ＩＮＮ札幌すすきの交差点
Ｃ-１

無料朝食
６:３０～ なし

なし

　＊チェックインは１５時以降、チェックアウトは１０時までを基本とします。

○
ツイン 5 １泊　

　　アクセス：地下鉄南北線「南平岸駅」から徒歩７分　※さっぽろ駅・大通駅・すすきの駅・中島公園駅から乗り換えなしで移動可能

　　　　　　　　タクシー利用の場合　札幌駅前から所要約２５分（７～８km）　すすきのから所要約１５～２０分（５km）

※１　Ｔマークシティホテル札幌のご朝食はお弁当に変更が可能です（６時から受取可／事前申出が必要）

5 １泊　

三井ガーデンホテル札幌 Ｇ-１ シングル 15 １泊　
札
幌
駅
前

【競技会場】札幌市平岸プール　札幌市豊平区平岸５条１４丁目１

東横ＩＮＮ札幌駅北口 Ｈ-１

20 １泊　 バイキング
６:００～

ＪＲ札幌駅（北口）から徒歩３分 Ｈ-２

シングル 20 １泊　 無料朝食
６:３０～



　■出発日：令和５年３月３日（金） ■最少催行人員：１５名より催行いたします。

　■食事条件：朝０回 昼０回 夜０回 ■運行バス会社：札幌観光バス

　■

　■出発日：令和５年３月６日（月） ■最少催行人員：１５名より催行いたします。

　■食事条件：朝０回 昼１回 夜０回 ■運行バス会社：札幌観光バス

　■

　　大会参加者の昼食弁当は、旅行契約に該当しません。付帯サービスとしてお申込を承ります。

　＊当日の販売はいたしません。事前にお申込みが必要です。

　＊大会会場周辺に食事場所が少ないため、昼食弁当のお申込みをお勧めいたします。

　【昼食弁当に関する留意事項】

札幌市内⇒小樽市内（田中酒造亀甲蔵・小樽運河・堺町通・昼食）⇒新千歳空港

　9：00発　　　10：00～13：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：45頃

　■旅行日程

　■旅行日程

　大会開催前後にご参加いただける観光コースをご用意いたしました。ご希望の方はぜひお申込み下さい。

　■取扱設定日：

　■内容・料金 ：２日間とも２種類のお弁当からご選択をいただけます。（いずれもお茶付き）

　＊受け渡し場所は当日競技会場の弁当引換所にて指定時間内にお渡しいたします。（１１:００～１３:３０予定）

コース

①

弁当料金（一食）

税込

３月４日（土）の内容

二段弁当（お寿司）

３月５日（日）の内容

二段弁当（幕の内）

大会参加者のオプショナルツアーは、名鉄観光サービス㈱北海道営業本部が企画・実施する「募集型企画旅行」となります。

　【ウェルカムパーティに関する留意事項】

　＊当日の販売はいたしません。事前にお申込みが必要です。

　＊会場までのシャトルバスの運行はありませんので、各自公共交通機関等でお越し下さい。

　■料金　　　　 ：

　■取扱設定日：

　＊衛生上、弁当お受け取り後はお早めにお召し上がり下さい。

　＊アレルギーをお持ちの方は、お早めにお問合せ下さい。代替食を検討いたしますが、お受けできない場合があります。

② 税込

鮭めし弁当 牛めし弁当

　　大会参加者のウェルカムパーティは、旅行契約に該当しません。付帯サービスとしてお申込を承ります。

　■会場　　　　 ： （札幌市東区北７条東９丁目）

　■内容　　　　 ：

　＊空き箱は回収いたします。１４時までに受け渡し場所にお戻し下さい。

新千歳空港⇒白い恋人パーク⇒大倉山展望台⇒札幌市内

  14：00発　　　15：00～15：50　　  16：15～17：00 　17：30頃

■添乗員：新千歳空港より同行いたします。

■添乗員：札幌市内より同行いたします。



（７）お申込みは先着順となります。確保している座席に限りがありますのでお早めにお申込み下さい。

往　路

→

→

→

→

復　路

→

→

→

→

→

→

　　①「出発空港～羽田空港間」は設定がありませんのでご自身にてご手配下さい。

　　②羽田空港は利用航空会社によってターミナルが分かれます。

　　③往路は出発空港でお預けになった荷物は、羽田空港で一度お受取りが必要になります。お受取り後、集合場所に

　　　 お越しいただき、新千歳空港行きの航空券を受け取ってから、再度荷物のお預けの手続きが必要となります。

　　　 そのため、羽田空港で６０分以上のお乗り継ぎ時間を確保できる航空便をご手配下さい。

　　④復路は新千歳空港でお預けになったお荷物は帰着空港でのお受取りができます。

　　　 そのため、羽田空港で３５分以上のお乗り継ぎ時間を確保できる航空便をご手配下さい。

（料金計算方法）

宿泊代金＋往路加算額＋復路加算額＝セットプラン料金

例）ホテルグレイスリー札幌（シングル）２泊・３月３日 Ｔ-１（ＪＡＬ５１３便）・３月６日 Ｔ-４（ＪＡＬ５２０便）をご利用の場合

航空機セットプランは、名鉄観光サービス㈱北海道営業本部が企画・実施する「募集型企画旅行」となります。

（９）設定便

利用日 申込記号 到着空港
航空機セット
プラン加算額

１９,０００円

Ｎ-１

０-１

Ｔ-１

Ｔ-２

（１）大会スケジュールに合わせた航空便のお申込みを承ります。

（２）取扱期間：令和５年３月３日（金）・５日（日）・６日（月）　３日間　

（３）最少催行人員：８名　※最少催行人員に満たない場合は催行中止となります。

（４）添乗員：同行いたしませんが、空港にて係員が対応いたします。

（５）航空機セットプラン加算額（＝航空運賃）：お１人様あたり／税込

　　 含まれるもの　　　包括団体旅行運賃適用の航空運賃、空港旅客施設使用料

　　 含まれないもの　 上記以外の費用、空港までの交通費

（６）設定路線は羽田空港・中部国際空港・伊丹空港となります。

（８）お支払いは旅行代金とご一緒にお願いいたします。

１３：０５

３月３日（金）

航空
会社

ＪＡＬ

ＡＮＡ

ＪＡＬ

ＪＡＬ

便名 出発空港

２００５

７０３

５２５

５１３

伊丹空港

中部空港

羽田空港

羽田空港

出発
時刻

→
到着
時刻

２４,０００円

０-２ ＪＡＬ ２０１６

１１：３０

０９：３５

１７：４０

１１：３０

Ｔ-３ ＪＡＬ ５２０ 新千歳空港 １７：３５ １９：１５ 羽田空港 １８,０００円

２７,０００円

新千歳空港 １７：４０ １９：３５ 中部空港

１８,０００円

１８,０００円

新千歳空港

新千歳空港

新千歳空港

新千歳空港

１３：１５

１１：２０

１９：１５

１９,０００円

到着空港
航空機セット
プラン加算額

３月５日（日）

３月６日（月） Ｎ-３ ＡＮＡ ７１２ 新千歳空港 １７：４０ １９：３５ 中部空港

新千歳空港 １７：５５

ＪＡＬ ５１８ 新千歳空港 １７：００ １８：４５ 羽田空港 １８,０００円

２０,０００円

利用日

宿泊代金

＋

往路加算額

＋

復路加算額

＝８,８００円×２泊
１８,０００円 １８,０００円

＝１７,６００円

　　　 主な航空会社　

※羽田空港にてお乗り継ぎがある方へ

日本航空（ＪＡＬ）・スカイマーク・スターフライヤー  ：　第１ターミナル

全日空（ＡＮＡ）・ＡＩＲＤＯ・ソラシドエア　　　　　 　　 ：　第２ターミナル

申込記号
航空
会社

便名 出発空港
出発
時刻

０-３

→
到着
時刻

セットプラン料金

５３,６００円

１９：５５ 伊丹空港

Ｎ-２ ＡＮＡ ７１２

Ｔ-４

ＪＡＬ ２０１０ 新千歳空港 １６：００ １８：００ 伊丹空港 ２２,０００円



　　　　　　　　　　 ＊次ページで予約申込みの流れをご確認いただけます。

　　

　　　

宿泊のみ（募集型企画旅行契約）

宿泊（航空機セットプラン）（募集型企画旅行契約）

オプショナルツアー（募集型企画旅行契約）

弁当・ウェルカムパーティー（旅行契約には該当いたしません）

　　　いただき、必要事項を入力の上、メールにてご依頼下さい。大会終了後に郵送します。

　■お申込方法：

　　＊先着順となっておりますので、お早めにお申込み下さい。

スマートフォンなどから容易にアクセス・申込が可能で、申込期間内であればご自身で変更等の操作ができる申込専用サイト

のみでのお申込とさせていただきます（申込書のメールまたはFAXでのお申込みはありません）。

お申込時にメールアドレスを登録いただきますが、申込完了通知や変更通知が届きます。また、マイページにログインする際に

必要となる情報なので、日常的に利用しているメールアドレスのご登録を推奨いたします。

　　＊ＰＣだけでなく、スマートフォンやタブレットからもお申込が可能です。

　 ＊振込手数料はお客様負担となります。ご了承下さい。

　 ＊領収書の発行を希望される場合は、専用申込サイトのトップページより「領収書発行依頼書」をダウンロードして

　 ＊２月１０日を目途に必要な書類等をお送りいたします。

　■お支払方法：発送する書類の中に請求書を同封いたします。期日までにお振込みをお願いいたします。

専用ＷＥＢページ https://www.mwt-mice.com/events/45masters-hokkaido

　　【お申込に関する留意事項】

　 ＊お電話でのお申込は行き違いを避けるため、一切お受けできません。上記の方法でお申込み下さい。

　　＊専用の申込システムには下記ＵＲＬまたは右記のＱＲコードよりアクセスしてお申込み下さい。

　　　（変更や追加、取消の場合は、申込締切日まではＷＥＢ上でご自身で操作が可能です。）

　■お申込締切： までとします。（お申込受付は１１月２８日から開始します。）

　■変更・取消方法：下記の方法にてお願いします。（お電話での変更・取消はお受けいたしません。）

申込締切日前 専用申込サイトから操作が可能ですので、再ログインしてご自身で操作を行って下さい。

申込締切日後
専用申込サイトのトップページから「変更・取消・追加 連絡書」をダウンロードしていただき、
必要事項を入力の上、メールにてご依頼下さい。

大会期間中 会場内に設置する「名鉄観光」大会ツアーデスク（弁当受け渡しデスク）にお申し出下さい。

　■お客様のご都合により予約の変更・取消をする場合は、下記の取消料を申し受けます。（利用日の前日から起算します）

https://www.mwt.co.jp

１１日前まで １０日～８日前

無料 ２０％ ４０％

利用日当日
４日前まで ３日前～２日前

無料 ２０% ４０% ５０％

利用日前日

利用日当日
２日前まで 前日午前

無料 無料 １００％

利用日前日 利用日当日
２１日前まで ２０日～８日前

旅行開始後
無連絡不参加

１００％

前日から起算してさかのぼって

宿泊（航空機セットプラン）
取消料

取消日

旅行開始後
無連絡不参加

１００％

　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、お申し込みいただいた旅行における

　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き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

無連絡不参加

１００％

前日から起算してさかのぼって
取消日

弁当取消料

ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨｰ取消料
１００%

前日午後

　いたします。※弊社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社のホームページにてご確認下さい。

無連絡不参加

１００％

前日から起算してさかのぼって
取消日

宿泊取消料

利用日前日

利用日当日

５０％３０％

前日から起算してさかのぼって
取消日

オプショナルツアー取消料

７日～２日前

７日～２日前

無料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％



　航空券引き換えのご案内、オプショナルツアーのご案内を同封してお送りいたします。

⑤ 領収書・返金
 　大会終了後の手続きと
 　なります

＊領収書が必要な方は、専用申込サイトのトップ画面から「領収書発行依頼書」をダウンロードしていただき

月２８日（月）から
 登録可能です。

＊下記ＵＲＬまたはＱＲコードからアクセスし、「新規申込みはこちら」からお申込みを

　 お願いします。

https://www.mwt-mice.com/events/45masters-hokkaido

   ２月１０日（金）を目途に
　 発送をいたします。

＊ご請求書の他に、お申込内容に合わせて予約確認書や、弁当・ウェルカムパーティーの引換券、

   必要事項および口座情報等を入力の上、メールにてお送り下さい。

 　２月２８日（木）までに
 　お願いします。

＊ご請求金額をご確認の上、ご請求書に記載されている口座へお振込み下さい。

　 振込手数料はお客様負担となりますことをご了承下さい。　

　 必要事項を入力の上、メールにてお送り下さい。

＊ご入金後に変更・取消等の事由により返金が生じた場合、大会終了後、ご指定の口座に振込

　 にてご返金いたします。トップ画面から「変更・取消・追加連絡書」をダウンロードしていただき、

＊登録するＩＤとパスワードは、変更や取消をする際のログインに必要です。必ずお控え下さい。

＊登録するメールアドレスは、受信確認がいつでも可能なメールドレスでご登録下さい。

　※メールが届かないお問合せ事例があるため、@icloud.comや@ocn.ne.jp、携帯電話のキャリアメールは

　　「（同内容で）参加者を追加」を押して、全員分の入力・選択をして下さい。

　※メールが届かない場合は、@mwt.co.jp からのメールが受信できるよう、設定をお願いいたします。

　　避けて、別のアドレスでご登録することをお勧めします。

＊各種情報をご登録いただき、宿泊や弁当のお申込み内容を入力下さい。

　①最初に申込者情報（代表者情報）を入力し、「次へ」を押します。

　②続いて参加者１名ずつ情報を入力します（１名ずつ登録します）。２名以上申込をする場合は、

＊予約内容入力後、確認画面にて申込内容をご確認の上、「申し込む」を押していただくと、

　 ご登録いただいたメールアドレスに申込完了通知メールが自動配信されます。

  担当：中川・武田・石塚

  〒060-0003　札幌市中央区北３条西１丁目１-１札幌ブリックキューブ６階

 ＴＥＬ：０１１-２０５-５２２２／ＦＡＸ：（０１１）２０５-５２２０

  Ｅ-ＭＡＩＬ： 45-masters@mwt.co.jp

  営業時間：平日（月～金）９時３０分～１７時　土・日・祝日は休業
承認：AZ24-2211

　この旅行は名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）が旅行企画･実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型

　企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。旅行内容の内容･条件は、当要項、出発前にお渡しする「最終

　ご案内」及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。

　●特別補償／お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害に

　　　　　　　　　　ついて、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。

　●旅程保証／当社は当要項に記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第29条別表左欄）に掲げる重要な

　　　　　　　　　　変更が生じた場合は同条に定めるところによる変更補償金をお支払いいたします。

　●基準日　／この旅行代金は２０２２年１１月１日現在の運賃･料金を基準としております。

　当社旅行業約款募集型企画旅行の部については、当社のホームページでご確認下さい。 https://www.mwt.co.jp

　■お申込・問合せ先


