
1.お申込方法：全てのお申し込みについては下記の要領をご参照ください。

①回答・請求書＜確定書面＞

②注意事項書面

※ホテルのご希望は原則として先着順にてお受付いたしますが、一部人数等の関係でご希望にそえない場合も

2.宿泊のご案内（宿泊は東武トップツアーズ（株）関門支店の募集型企画旅行です

　　設定日：令和4年5月25日（水）　　最少催行人員：1名　　　添乗員：同行いたしません　

　　旅行代金：お一人様1泊朝食付（税金・サービス料込）　※7.宿泊一覧表をご確認ください。

    旅行代金には、大会・懇親会費用25,000円は含まれておりません。ご注意下さい。

3.大会・懇親会参加費のご案内（旅行契約には該当いたしません。）

　　事務局にかわり、弊社にて大会参加費の代行収受を承ります。ご記入頂きました大会申込書に基づき、弊社よりご案内致します。

　　大会・懇親会参加費　お一人様あたり　25,000円（一方の会のみご参加の場合も同一料金となります。）　

＊取消・変更は当社が営業日・営業時間内に連絡を受付した日を基準といたします。　（取消料は1泊ごとにかかります）

【宿泊プラン取消料】

6.お申込・お問合せ

【旅行企画・実施】　

観光庁長官登録旅行業第38号・一般社団法人日本旅行業協会正会員  ボンド保証会員

東武トップツア－ズ株式会社　関門支店
〒801-0834　北九州市門司区本町1-5　Port-Moji壱番館5-7　電話:093-321-4002　 FAX:093-321-4007

営業日・営業時間　月～金　9:30～17:30　土・日曜・祝日は休業　　総合旅行業務取扱管理者　：　渡島　進一　客国22-007

※この旅行の契約に際し、不明な点がありましたら上記管理者にご質問下さい。旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での責任者です。

※このご旅行の契約に関し、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。

（重要）【大会・懇親会の取消料】：4月12日以降の取消の場合,参加費（25,000円）を請求いたします。

※時期によりお送り出来ない場合もあります東武ﾄｯﾌﾟﾂｱ-ｽﾞ→契約責任者

①訂正・取消をした回答・請求書（専用ホームページの場合はホームページを確認ください。）

①宿泊利用券 【注】発行致しません 口頭でチェックインして頂きます

4.宿泊以外の手配について（航空券・JR券等）【手配旅行】

　　宿泊以外の手配についてお要望がありましたら申込書の交通機関欄にご記入いただくか担当者までお問い合わせください。

各自チェックイン5月25日
（エクスカーション5月26日）

別紙、詳しい旅行条件を説明した書面をご確認の上お申し込み下さい。

Eメール：zeninren-yamaguchi@tobutoptours.co.jp　
〒801-0834　北九州市門司区本町1-5　Port-Moji壱番館5-7

東武トップツア－ズ株式会社 関門支店 　　担当：浅川・飯原・稲田・田中

｜TEL｜093-321-4002(月~金　9:30～17:30)　土日祝日は休業｜FAX｜093-321-4007　

　2.ご回答・ご請求

東武ﾄｯﾌﾟﾂｱ-ｽﾞ→契約責任者

※所定の取消料・手数料がかかります

※変更箇所がわかるようにしてください

※その場合電話で回答し、会場にてお渡しします

どうする
①申込書「大会・懇親会用」・「宿泊」・「エクスカーション」を利用ください

※専用ホームページでの申し込みの場合必要ありません

※エクスカーションの内容は別紙チラシをご参照ください。

専用ホームページ・Eメール・FAX

契約責任者→東武ﾄｯﾌﾟﾂｱ-ｽﾞ

①訂正・取消をした申込書（専用ホームページ利用の場合はホームページより変更してください）

専用ホームページ・Eメール・FAX

銀行振込

第59回　全飲連全国山口県大会
令和4年5月25日(水)　式典）下関市民会館　　懇親会）海峡メッセ下関

大会・懇親会・宿泊・エクスカーションのご案内

②領収書発行依頼書

専用ホームページ・Eメール・FAX

専用ホームページ・Eメール・FAX

3月31日まで

契約責任者→東武ﾄｯﾌﾟﾂｱ-ｽﾞ

いつ だれが、どこへ 必要書類

4月28日まで

4月15日頃

　1.お申込

③利用施設等の資料（Eメールの場合一部省略）

　5.大会当日

   ございます。あらかじめご了承ください。（必ず第2希望、第3希望のご記入をお願いいたします。）

宿泊者→各ホテル

契約責任者→東武ﾄｯﾌﾟﾂｱ-ｽﾞ

①請求書の金額

発生したらすぐに

専用ホームページ・Eメール・FAX

※振込みの際、必ず所定のコードを入力してください

　4.変更・取消

　3.お支払い

＊変更・取消の際は支店営業時間内にお申し出ください。営業時間外にお受けしました変更・取消については、翌営業日でのお取り扱いとなります。

(注)宿泊プランについては、ご宿泊当日12時までに当社または宿泊施設に取消の連絡がない場合は、無連絡不参加として取り扱い、100%の取消料がかかります。

5.変更・取消料について

旅行開始日当日
旅行開始後または

無連絡不参加

取消料 無料
14名以下の場合無料

20% 50% 100%
15名以上の場合20％

取消日
旅行開始日の前日から

起算して6日前まで

旅行開始日前日から起算して

5日～4日前まで
旅行開始日前日から起算して3日前～前日まで



7.宿泊プラン【募集型企画旅行】

最少催行人員：1名　　　添乗員:同行いたしません。

旅行代金：お一人様1泊朝食付（税金・サービス料込）

重要！下記旅行（宿泊）代金には、大会・懇親会費用25,000円は含まれておりません。

シングル

（1名1室）
7,150円

ツイン

（2名1室）
6,600円

B
スーパーホテルPremier下関

式典会場まで徒歩5分・懇親会会場まで徒歩4分

シングル

（1名1室）
11,000円

C
ヴィアイン下関

式典会場まで徒歩6分・懇親会会場まで徒歩6分

シングル

（1名1室）
9,100円

シングル

（1名1室）
8,700円

ツイン

（2名1室）
8,150円

シングル

（1名1室）
6,500円

ツイン

（2名1室）
6,500円

シングル

（1名1室）
6,800円

ツイン

（2名1室）
5,650円

ダブル

（1名1室）
7,900円

G
スマイルホテル下関

式典会場まで徒歩5分・懇親会会場まで徒歩6分

シングル

（1名1室）
7,270円

シングル

（1名1室）
11,500円

ツイン

（2名1室）
7,500円

ダブル

（1名1室）
14,000円

トリプル

（3名1室）
6,500円

シングル

（1名1室）
8,570円

ツイン

（2名1室）
5,870円

セミダブル

（1名1室）
9,570円

ダブル

（1名1室）
10,570円

J
下関駅西ワシントンホテルプラザ

式典会場まで徒歩9分・懇親会会場まで徒歩10分

シングル

（1名1室）
6,500円

設定日　：　令和4年5月25日(水)　1泊

全国大会期間中のため大変混みあっております、受付は先着順、各宿舎とも数に限りがありますので、お早めにお申込下さい！

下記の施設よりご希望の施設及び部屋タイプをお選びください。(お申込書には第2希望も必ず記入下さい)

※大会期間中ですが下記以外のホテルもご紹介できればご案内させていただきます、お気軽にご相談下さい。

※会場近くのホテルにて用意しております。また、当社にてお申込みいただいた方は式典会場からホテルまでお荷物を配送いたします。お一人様1個まで

地区

東横INN下関海峡ゆめタワー前

式典会場まで徒歩9分・懇親会会場まで徒歩4分

下
　
　
 
 
 
　
　
関

H

I

A

D

E

F

ホテルウイング

インターナショナル下関

式典会場まで徒歩9分・懇親会会場まで徒歩10分

下関グランドホテル

式典会場までタクシー5分・懇親会会場までタクシー5分

プラザホテル下関
式典会場までタクシー6分・懇親会会場までタクシー3分

スカイハートホテル

式典会場までタクシー6分・懇親会会場までタクシー3分

下関ステーションホテル

式典会場まで徒歩8分・懇親会会場まで徒歩8分

部屋タイプ
旅行代金

お一人様1泊朝食付き
ホテル名記号

※東横INN下関海峡ゆめタワー前、プラザホテル下関、下関ステーションホテル、下関駅西ワシントンホテルプラザの朝食は施設による無料サービスです。

宿泊施設一覧



1.お申込方法：全てのお申し込みについては下記の要領をご参照ください。

①回答・請求書＜確定書面＞

②注意事項書面

2.宿泊・旅行代金のご案内（宿泊は東武トップツアーズ（株）関門支店の募集型企画旅行です）

　　設定日：令和4年5月24日（火）1泊　　最少催行人員：1名　　　添乗員：同行いたしません　

  【全飲連都道府県代表者会議】

  宿泊先：下関グランドホテル（シングル1名1室またはツイン1名1室）　部屋タイプのご指定は承れません。予めご了承下さい。

  旅行代金：シングル1名1室又はツイン1名1室利用。お1人様1泊朝食付き12,100円（税金・サービス料込）

 【全飲連青年部総会】　　　　　　　 

　宿泊先：ヴィアイン下関

　旅行代金：シングル1名1室　お一人様1泊朝食付9,100円（税金・サービス料込）

　【全飲連女性部総会】　　　　　　　　

　宿泊先：ヴィアイン下関

　旅行代金：シングル1名1室　お一人様1泊朝食付9,100円（税金・サービス料込）

　※  旅行代金には、総会・懇親会費用17,900円は含まれておりません。ご注意下さい。

3.総会・懇親会参加費のご案内（旅行契約には該当いたしません）

　　総会・懇親会開催日：令和4年5月24日（火）

　　事務局にかわり、弊社にて総会参加費の代行収受を承ります。ご記入頂きました総会申込書に基づき、弊社よりご案内致します。

　　総会・懇親会参加費　お一人様あたり17,900円（一方の会のみご参加の場合も同一料金となります。）　

＊取消・変更は当社が営業日・営業時間内に連絡を受付した日を基準といたします。　

【宿泊プラン取消料】

6.お申込・お問合せ

【旅行企画・実施】　

観光庁長官登録旅行業第38号・一般社団法人日本旅行業協会正会員  ボンド保証会員

東武トップツア－ズ株式会社　関門支店
〒801-0834　北九州市門司区本町1-5　Port-Moji壱番館5-7　電話:093-321-4002　 FAX:093-321-4007

営業日・営業時間　月～金　9:30～17:30　土・日曜・祝日は休業　　総合旅行業務取扱管理者　：　渡島　進一　客国22-037

※旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での責任者です。

※このご旅行の契約に関し、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。

（重要）【総会・懇親会の取消料】：4月12日以降の取消の場合,参加費（17,900円）を請求いたします。

※時期によりお送り出来ない場合もあります東武ﾄｯﾌﾟﾂｱ-ｽﾞ→契約責任者

①訂正・取消をした回答・請求書（専用ホームページの場合はホームページを確認ください。）

①宿泊利用券 【注】発行致しません 口頭でチェックインして頂きます

4.宿泊以外の手配について（航空券・JR券等）【手配旅行】

　　宿泊以外の手配についてお要望がありましたら申込書の交通機関欄にご記入いただくか担当者までお問い合わせください。

各自チェックイン
5月24日

別紙、詳しい旅行条件を説明した書面をご確認の上お申し込み下さい。

Eメール：zeninren-yamaguchi@tobutoptours.co.jp　
〒801-0834　北九州市門司区本町1-5　Port-Moji壱番館5-7

東武トップツア－ズ株式会社 関門支店 　　担当：浅川・飯原・稲田・田中

｜TEL｜093-321-4002(月~金　9:30～17:30)　土日祝日は休業｜FAX｜093-321-4007　

　2.ご回答・ご請求

東武ﾄｯﾌﾟﾂｱ-ｽﾞ→契約責任者

※所定の取消料・手数料がかかります

※変更箇所がわかるようにしてください

※その場合電話で回答し、会場にてお渡しします

③利用施設等の資料（Eメールの場合一部省略）

　5.総会当日

宿泊者→各ホテル

発生したらすぐに

　4.変更・取消

　3.お支払い

契約責任者→東武ﾄｯﾌﾟﾂｱ-ｽﾞ

＊変更・取消の際は支店営業時間内にお申し出ください。営業時間外にお受けしました変更・取消については、翌営業日でのお取り扱いとなります。

(注)宿泊プランについては、ご宿泊当日12時までに当社または宿泊施設に取消の連絡がない場合は、無連絡不参加として取り扱い、100%の取消料がかかります。

5.変更・取消料について

旅行開始日当日
旅行開始後または

無連絡不参加

50% 100%

取消日

取消料

旅行開始日前日から起算して3日前～前日まで

20%

旅行開始日の前日から起算して4日前まで

無料

専用ホームページ・Eメール・FAX

契約責任者→東武ﾄｯﾌﾟﾂｱ-ｽﾞ

①訂正・取消をした申込書（専用ホームページ利用の場合はホームページより変更してください）

専用ホームページ・Eメール・FAX

銀行振込
①請求書の金額

専用ホームページ・Eメール・FAX

※振込みの際、必ず所定のコードを入力してください

全飲連都道府県代表者会議・全飲連青年部総会・全飲連女性部総会のご案内
令和4年5月24日(火)　場所）下関グランドホテル

②領収書発行依頼書

専用ホームページ・Eメール・FAX

専用ホームページ・Eメール・FAX

3月31日まで

契約責任者→東武ﾄｯﾌﾟﾂｱ-ｽﾞ

いつ だれが、どこへ 必要書類

4月28日まで

4月15日頃

　1.お申込

どうする
①申込書「総会・懇親会用・宿泊」を利用ください

※専用ホームページでの申し込みの場合必要ありません



■募集人員：40名（定員になり次第締め切りさせて頂きます） ■最少催行人員：20名

■お申込み ：①全飲連全国山口県大会専用トライリンクにてお申込み

　　　　　 　　 　②別紙添付のお申込書記入の上、EメールかFAXにて送信　　　　　　

                   Eメールアドレス：zeninren-yamaguchi@tobutoptours.co.jp
                   　　別紙の旅行条件書を確認の上お申し込みください。

■旅行企画・実施　　 観光庁長官登録旅行業第38号

東武トップツアーズ株式会社関門支店
住所　〒801-0834　福岡県北九州市門司区本町1-5Port-Moji壱番館5-7

電話番号：093-321-4002　FAX番号：093-321-4007

営業日 平日 9:30～17:30（土日祝日休業）

ＪＡＴＡ正会員　ボンド保証会員　

総合旅行業務取扱管理者：渡島　進一  承認番号　客国22－007

第５９回　全飲連全国山口県大会　エクスカーションAコース　

スケジュール

■出発日　 ：令和4年5月26日（木）日帰り

■旅行代金：お一人様　10,500円（税込）（行程中の交通費、昼食、入場観光料含む）■添乗員同行

●旅行当日集合場所のご案内

絶景の角島大橋と長門・元乃隅神社

9:15集合

9:30発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(車窓観光）　　　　　　　　　11:00着　　　　11:40発　　　11:50着　　　　　　　　　　　　　12:50発

13:40着　　14:20発　　　　15:00着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15:30発　　　　　　　　　　　　　16:45着予定

※上記行程、時間は運輸機関・道路事情などにより、変更になる場合がございます。※食事回数：昼1回

①

お問合せは　関門支店　担当）浅川・飯原・稲田・田中まで

※お取消しの場合は以下の取消料がかかります。

　なお、旅行契約の解除期日とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申しでいただいた時を基準とします。

角島大橋：イメージ ※当日の天候により景観が写真と異なります。 元乃隅神社：イメージ

この旅行は東武トップツアーズ（株）の募集型企画旅行です。

利用バス会社：サンデン観光バス

入場料：角島灯台の入場料は含まれません。

入場料は別料金です



■募集人員：40名（定員になり次第締め切りさせて頂きます） ■最少催行人員：20名

■お申込み ：①全飲連全国山口県大会専用トライリンクにてお申込み

　　　　　 　　 　②別紙添付のお申込書記入の上、EメールかFAXにて送信　　　　　　

                   Eメールアドレス：zeninren-yamaguchi@tobutoptours.co.jp
                   　　別紙の旅行条件書をご確認の上お申し込みください。

■旅行企画・実施　　 観光庁長官登録旅行業第38号

東武トップツアーズ株式会社関門支店
住所　〒801-0834　福岡県北九州市門司区本町1-5Port-Moji壱番館5-7

電話番号：093-321-4002　FAX番号：093-321-4007

営業日 平日 9:30～17:30（土日祝日休業）

ＪＡＴＡ正会員　ボンド保証会員　

総合旅行業務取扱管理者：渡島　進一  承認番号　客国22－007

お問合せは　関門支店　担当）浅川・飯原・稲田・田中まで

①

8:45集合

9:00発　　　　　　　　　　　　　　10:10着　　　　　　　　　　10:40発　　　　　　11:50着　　　　　　　　　　　12:50発

12:50着　13:30発　　　　　13:45着　　　　　　　　　　14:30発　　　　　　　　　　　　16:00着予定

※上記行程、時間は運輸機関・道路事情などにより、変更になる場合がございます。※食事回数：昼1回

●旅行当日集合場所のご案内

※お取消しの場合は以下の取消料がかかります。

　　なお、旅行契約の解除期日とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申しでいただいた時を基準とします。

スケジュール

第５９回　全飲連全国山口県大会　エクスカーションBコース　

国宝瑠璃光五重塔と幕末の志士が学んだ「明倫学舎」と「松下村塾」

■出発日　 ：令和4年5月26日（木）日帰り

■旅行代金：お一人様　11,500円（税込）（交通費、昼食、入場観光料含む）■添乗員同行

瑠璃光寺：イメージ 明倫学舎：イメージ

この旅行は東武トップツアーズ（株）の募集型企画旅行です。

利用バス会社：サンデン観光バス



■募集人員：40名（定員になり次第締め切りさせて頂きます） ■最少催行人員：20名

■お申込み ：①全飲連全国山口県大会専用トライリンクにてお申込み

　　　　　 　　 　②別紙添付のお申込書記入の上、EメールかFAXにて送信　　　　　　

                   Eメールアドレス：zeninren-yamaguchi@tobutoptours.co.jp
                   　　別紙の旅行条件書を確認の上お申し込みください。

■旅行企画・実施　　 観光庁長官登録旅行業第38号

東武トップツアーズ株式会社関門支店
住所　〒801-0834　福岡県北九州市門司区本町1-5Port-Moji壱番館5-7

電話番号：093-321-4002　FAX番号：093-321-4007

営業日 平日 9:30～17:30（土日祝日休業）

ＪＡＴＡ正会員　ボンド保証会員　

総合旅行業務取扱管理者：渡島　進一  承認番号　客国22－007

　　なお、旅行契約の解除期日とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申しでいただいた時を基準とします。

お問合せは　関門支店　担当）浅川・飯原・稲田・田中まで

※上記行程、時間は運輸機関・道路事情などにより、変更になる場合がございます。※食事回数：昼1回

※お取消しの場合は以下の取消料がかかります。

●旅行当日集合場所のご案内

スケジュール

①

8:15集合

8:30発　　　　　　　　　　　　　10:45着　　　　　　12:45発　　　　　　12:50着　　　　　　　　　　　　　　　　　　13:50発

14:10着　　　　　　15:30発　　　　　　　　　　15:45着予定　　　　　　　　　　　　　18:15着予定

第５９回　全飲連全国山口県大会　エクスカーションCコース　

岩国錦帯橋と岩国名物押し寿司と酒蔵見学

■出発日　 ：令和4年5月26日（木）日帰り

■旅行代金：お一人様　13,200円（税込）（交通費、昼食、入場観光料含む）■添乗員同行

錦帯橋：イメージ

岩国寿司：イメージ

日本酒：イメージ

この旅行は東武トップツアーズ（株）の募集型企画旅行です。

利用バス会社：サンデン観光バス

旅行契約解除期日 取消料

旅行開始日の前日から起算して11日前にあたる日以前の解除 無料

旅行開始日の前日から起算して10日前から8日前までの解除 旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算して7日前から2日前までの解除 旅行代金の30％

旅行開始日前日の解除 旅行代金の40％

旅行開始日当日の解除 旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％


