
宿泊・弁当・交流会のご案内

水族館「うみたまご」

    高崎山自然動物園



宿泊・弁当・交流会のご案内

　拝啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　この度、「第８回全国高専テクノフォーラム」が大分市にて開催されるにあたり、各地より皆様方が来県

されることを心より歓迎申し上げます。

　さて、本大会にご参加される皆様方のお手伝いを弊社　西鉄旅行にて賜りました。多くの皆様が参加さ

れ、本大会が実り多いものとなりますよう心よりお祈り申し上げます。

敬具

西鉄旅行株式会社

大　分　営　業　所

所長　阿南　正利

宿泊日：平成２２年８月１７日（火）・１８日（水）・１９日（木）

宿泊条件：お一人様当たり１泊朝食付（税金・サービス料込み）

記号 ホテル名 部屋タイプ 金額 フォーラム会場より 大分駅より 備考

A-1
大分センチュリーホテル

シングル \6,800
徒歩約１分 徒歩約５分

A-2 ツイン \6,500

B-1 大分リーガルホテル シングル \6,800 徒歩約２分 徒歩約３分

C-1
大分第一ホテル

シングル \6,800
徒歩約２分 徒歩約３分

C-2 ツイン \6,500

D-1 ホテルルートイン大分駅前 シングル \5,800 徒歩約３分 徒歩約３分 大浴場有

E-1 ホテルキャッスル大分 シングル \6,500 徒歩約３分 徒歩約７分

F-1
ホテルフォルツァ大分

シングル \7,300
徒歩約５分 徒歩約８分

F-2 ツイン \7,300 飲食街近い

※お部屋の数には限りがございますので、先着順でご希望を確保させていただきます。

ご了承ください。

期日 料金 備考

1,050

◆　当日、会場（弁当配布場所）で引換証と引換でお渡しします。

◆　引換時間：１１：００～１３：００

◆　当日のお弁当の申込はできません。

◆　お弁当の取消は前日までにお願いします。当日の取消はできません。

参加料：お一人様　５，０００円

申込要項にてご確認ください。

1.宿泊のご案内

募集人員：300名　　最小催行人員：1名

07年9月オープン

2.昼食弁当のご案内

8月18日 弁当+お茶

3.交流会のご案内

◆　8月18日（水）にトキハ会館ローズの間　にて産官学交流会が開催されます。

時間：18：30～20：00

場所：トキハ会館５F　　ローズの間　

4.取消料について（弊社営業時間内でのお取消の受付）



宿泊・弁当・交流会・エクスカーションの申込要項

◆宿泊・弁当・交流会等のお申込は別紙申込書にて下記申込先へＦＡＸ、Ｅメール、郵送にてお申込み

お申込ください。

出来るだけご希望に沿うように対処させていただきますので、イレギュラーのお申込もご相談ください。

◆申込締切日･････平成２２年７月２７日（火）

西鉄旅行株式会社　　大分営業所

ＴＥＬ：０９７－５３３－１０８１

（注）：メールでのお申込の際は必ず件名に「テクノフォーラム」と入れてください。

担当：矢田・吉田・柳井

お問合せは上記にご連絡ください。

尚、営業時間は下記の通りです

日曜・祝・祭日は休業日となります。

◆お申込の方には８月３日（火）までに宿泊確認書・お弁当引換証・請求書を発送いたします。

◆内容をご確認の上、８月１０日（火）までに下記口座へお振込下さい。

◆クレジットカードでの決済をご希望の方はＷＥＢ上でお申込・決済をお願いします。

振込先

大分銀行　本店　　普通預金口座５２１１２９５

口座名：西鉄旅行株式会社（ニシテツリョコウカブシキガイシャ）

★宿泊について

宿泊予定日の前日より起算して７日前～２日前

宿泊予定日の前日

宿泊日当日

無連絡・不参加

★弁当について

利用予定日の３日前～前日

利用当日

無連絡・不参加

★エクスカーション（観光）について

利用予定日の前日より起算して７日前～２日前

利用予定日前日

利用当日

無連絡・不参加

1.お申込方法

又はURL:http://www.nishitetsutravel.jp/niccs/kosen8/　へアクセスして必要事項入力の上、

2.申込書類送付先

〒870-0021　　大分市府内町１－６－１４　内藤ビル

E-mail:ntc-oita@travel.nnr.co.jp

月曜～金曜　　09：30～18：00 土曜　　09：30～13：00

3.確認・精算方法

（恐れ入りますが振込み手数料はお客様ご負担でお願いいたします。)

4.取消・変更の取扱について。下記の通りのご案内となります。

宿泊代金の30％

宿泊代金の40％

宿泊代金の50％

宿泊代金の100％

弁当代金の20％

弁当代金の100％

弁当代金の100％

利用予定日の前日より起算して10日前～８日前 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％

5.個人情報の取扱について

当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡に利用させていただくほか、お客様がお
申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス受領手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他（１）
会社及び会社と提携する企業の商品やその他、キャンペーンのご案内。（２）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（３）アン
ケートのお願い。（４）特典サービスの提供。（５）統計資料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。



大　分　営　業　所

大分市府内町１－６－１４

TEL:097-533-1081

所長：阿南　正利

担当：矢田・吉田・柳井

テクノフォーラムにご参加の皆様へ
　この度は、ようこそ大分へおでかけいただきありがとうございます。

全国よりお集まりになられることで、短時間で大分市近郊の観光地を見ていただけるようにバス周遊

コースを組んでおります。

　８月１９日（木）の実施を予定しておりますが他の日でご希望がございましたらお問合せください。

皆様お誘い併せの上、多くの方がご参加いただけることをお待ち申しております。

※最終受付は７月２９日（木）となります。

14:00

大分駅前 ======== 湯　布　院　散　策 ======= 大分駅前

14:00

大分駅前 ======== 高崎山自然動物園・マリーンパレス水族館うみたまご    ===== 大分駅前

14:00

大分駅前 ===========別府地獄巡り（３箇所） ======== 大分駅前

※各コース共に最小催行人員に達しない場合は中止となります。中止の場合は利用日の１週間前までに

連絡いたします。

※上記スケジュールは交通機関・交通事情により変更になる場合もございます。時間には余裕を持って

ご検討お願いいたします。

お申込はご希望のコースを記入頂き、FAX又はWEBで宿泊申込書と一緒にお申込ください。

【申込記号　エ-1】　　8月19日（木）湯布院散策コース　

最小催行人員30名　お一人様金額４，０００円

14:50頃 　～　16:20頃 17:30頃

【申込記号　エ-2】　　8月19日（木）「高崎山」と「うみたまご」コース

最小催行人員30名　お一人様金額５，０００円

14:20 ～　16:00 16:20頃

【申込記号　エ-3】　　8月19日（木）別府地獄巡りコース　

最小催行人員30名　お一人様金額５，０００円

14:40 ～　16:30 17:30頃

別府温泉には、含有物によって青、赤、白
などの様々な泉色を呈する温泉や、間欠
泉などの特色のある源泉が点在する。こ
のような、入浴ではなく、観覧を主な目的
とした温泉は地獄と呼ばれ、別府観光の
目玉のひとつとなっています。

大分市の代表的な観光。野生の日本猿
の群れを間近で見ることが出来る“高崎
山”と、大分の海をテーマに動物を集
め、まるで美術館のように美しく展示して
いる水族館“うみたまご”を見学します。

豊後富士と呼ばれる由布岳を中心とし
た1000ｍ級の山々に囲まれた盆地、湯
布院。絵画やガラスの美術館が点在す
るアートと温泉の町で知られ、個性的な
お店が多くあります。



●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）

申込代表者

所　　属　　名 部署名 申込番号

法人･団体･学校名
（西鉄旅行記入欄）

〒 TEL

FAX

E-MAIL

年齢 性別
宿泊日（ホテル名）

喫煙ルーム
弁当 交流会

旅行代金
お　名　前

希望者は○印を

お願いします。

（注１）

例
ｵｵｲﾀ　　ｲﾁﾛｳ

45 男 ○ ○ ○ 円
大分　一郎

1 円

2 円

3 円

4 円

5 円

備考

ツインルーム希望の場合は同室希望者を備考欄に明記してください。お申込の時点では、代金は不要です。弊社より代金のご案内が届いてからお支払下さい。ご希望のホテルが

満室の場合の際は、第２希望をご案内させていただくことがありますので、予めご了承下さい。

（注１）　ご希望のお部屋タイプ（喫煙）がご用意できない場合もございます。

＜申込先＞ ＜変更・取消の場合、返金時の振込先＞

西鉄旅行（株）大分営業所 銀行・信用組合・信用金庫

｢第８回　全国高専テクノフォーラム｣係り　担当：矢田・吉田・柳井 支店 ・ 口座番号（普通・当座）

名義人名

第８回　全国高専テクノフォーラム　宿泊・弁当・交流会・エクスカーション　申込書   FAX:097-533-1086

　申込区分　：　新規　　　／　　　　　　変更　　　　／　　　　　　　　　○印をお付け下さい。　　※変更の場合は修正の上、再度FAX送信お願いします。

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

(漢字）

書類送付先
住　　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勤務先　or　自宅

(フリガナ）

宿泊先
第２希望

エクスカー
ション

8/17
（火）

8/18
（水）

8/19
（木）

8月18日 8月18日 8月19日

Ａ-1 Ａ-1 Ａ-１ Ｂ-1 エ-１

〒870-0021　大分市府内町１－６－１４（内藤ビル）

TEL:097（533）1081　　FAX:097(533)1086



大分市役所

大分合同

　　　新聞社

トキハ

府内アクアパーク

パルコ

九州電力

大分銀行
本店

大分中央
郵便局

大分県庁舎
別館

大分
フォーラス

大分駅

大分リーガルホテル

大分センチュリーホテル

ルートイン大分駅前

大分第一ホテル

ホテルキャッスル大分

フォルツァ大分

トキハ会館
コンパルホール

中
央
通
商
店
街

府　内　五　番　街

サ　ン　サ　ン　通　り
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