
平成２７年度
第４３回 全日本社会人ソフトテニス選手権大会

㈱フジトラベルサービス EC団体旅行広島営業所
〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地2-3-41

TEL082-885-2110 FAX 082-885-3177 【9:00～17:40受付／日曜・祝日はお休み】

E-mail  danpiro@fj-t.jp
弊社担当者 渡部 真人 携帯番号 080-3706-7312

河尾 裕明 携帯番号 080-3706-9382

申込要項

～ 宿泊・弁当・運送機関 ～

～ 大会日程 ～
平成２７年９月５日（土）～６日（日）

（予備日 ７日（金））

～ 大会会場 ～
・松山中央公園テニスコート
・空港東第四公園テニスコート

～申込期限～
平成２７年８月7日（金）必着



ご挨拶

謹啓 貴部、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度は、このような機会をいただき、心より感謝申し上げます。

弊社は総合生活提案型企業、株式会社フジカンパニーズの一員として、創業以来、

「切符一枚より心を込めて」を基本理念に、

旅を通して、お客様ひとりひとりに感動をお届けすることを使命として参りました。

本大会のご提案におきましても、ご参加いただきます選手の皆様に

充分にご満足いただけるよう取組みさせていただきたく存じます。

最後になりましたが貴部のより一層のご発展をご祈念申し上げます。 謹白

所長 河尾 裕明
担当者 渡部 真人



豪華特典のご案内

＜特典内容＞

Ⅱ. レンタカーにおける「ガソリン満タン返し」が不要！

Ⅰ. 宿泊パッケージプランを設定！

★ 宿泊＋レンタカー ・・・ レンタカー代金を 1,500円引き

Ⅲ． 早期申込特典

７月10日（金）までに申込をされた場合、
宿泊代金を1泊あたり５００円引きとさせていただきます！



松山市 MAP

空港東ﾃﾆｽｺｰﾄ

松山スカイホテル

東京第一ホテル松山

ターミナルホテル松山

ホテルニューカジワラ

サンルート松山

椿館別館



宿泊・弁当について

＜弁当について＞
大会会場付近には、弁当等をまとめて購入できるコンビニ等はありません。
その為、事前に弊社まで申込をされることをおすすめいたします。
※ 各自で準備された弁当は、全て持ち帰りください。

（１） 取扱期間 平成２７年９月５日（土）～６日（日） 【予備日 ７日（月）】
（２） 弁当代金 ＠８００円（お茶付・税込） ※日替わり幕の内弁当をご用意いたします。
（３） 受渡場所 各試合会場本部付近（当日、アナウンスでご案内いたします）
（４） 受渡時間 １１：００～１２：００
（５） 回収場所 受渡を行った場所にて回収させていただきます。
（６） 回収時間 １５：００～１６：００
※ 弁当のみの注文も可能です。

運送機関について

松山市までの様々な運送機関の手配を承ります。
★申込用紙「備考欄」へ移動手段・ご要望を明記ください。
弊社より連絡させていただき、格安で手配させていただきます。
何でもご相談ください！ （貸切バス・ＪＲ・船・レンタカー・高速バス等）

＜取扱；一例＞
● ＡＩＲ利用の場合 ・・・ 羽田空港発着などのパック商品

または、各種割引運賃の航空券手配

● 船舶利用の場合 ・・・ 広島～松山観光港 ・ 九州各地からの船舶など

● 貸切バス利用の場合 ・・・ 各地から松山市までの貸切バスを格安手配

＜宿泊について＞
松山市内ホテルを中心にご案内させていただきます。
別紙、宿泊先をご確認の上、申込書へ記入ください。
※ 宿泊要項に記載されていない、ご希望の旅館やホテルも手配を行うこともできます。
予算に応じた宿泊先をお探しいたしますので、お気軽にお問合せください。



その他のご案内

＜お申込・お支払について＞
（１） 別紙、お申込書に記入し、メール・郵送・FAXにてお願いします。

（メールの場合、標題に大会名を記載ください）
（FAXの場合、送信後に必ず確認TELをお願いします）

（２） 申込期限 平成２７年８月７日（金） 必着
（３） 最終案内書（ホテル名等）・請求書は、８月中旬に代表者へ発送いたします。
（４） お支払いは、最終案内書を発送いたします。確認後、９月３日（木）までに振込ください。

振込後の人数変更等による返金は大会後、振込にて返金致します。

＜選手の皆様へ＞
宿泊に関して、要項に記載れていない宿泊先などを手配することもできます。
何でもお気軽にお問合せください！
また、お弁当・レンタカーのみの注文もできます！

＜取消・変更について＞
（１） 変更・取消につきましては、弊社までTELください。
（２） 振込後の変更・取消が発生した場合、大会後、差額を振込にて返金いたします。
（３） 大会中の変更取消につきましては、弊社係員まで直接お申し出ください。
※ 運送機関の取消料金につきましては、最終案内にてご案内させていただきます。

＜お問合せ・申込先＞
㈱フジトラベルサービス ＥＣ団体旅行広島営業所
住所 〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地2-3-41 フジ中国本部ビル3階
ＴＥＬ082-885-2110 ＦＡＸ082-885-3177 【9：00～17：40／日曜・祝日はお休み】
Ｅ-mail   danpiro@fj-t.jp
担当者 渡部 真人 ・ 河尾 裕明

７日前まで ６日前～３日前 ２日前 前日 当日

宿泊 無料 20% 30% 50% 100%

弁当 無料 無料 無料
※前日14：00以降
100％となります。

レンタカー 無料 ２０％ ３０％ 50％ 100％



宿泊案内

■ 松山スカイホテル

住所 愛媛県松山市三番町8丁目9-1 TEL089-947-7776 ／ ＦＡＸ089-933-8228

※ ＪＲ松山より徒歩3分の好立地。ホテル目の前にコンビニがあります。

＜大会会場までの所要時間／車利用の場合＞

松山中央公園テニスコート 約１5分 ・ 空港東テニスコート 約２０分

カテゴリー Ａ

部屋タイプ シングル ツイン

朝食付 Ａ－１ ７，８００円 Ａ－３ ７，２００円

食事なし Ａ－２ ７，０００円 Ａ－４ ６，４００円

※ １泊あたり宿泊代金 ／ 消費税・弊社取扱手数料込の価格となっております。

宿泊施設



宿泊案内

■ 東京第一ホテル松山

住所 松山市南堀端町6-16 TEL 089-947-4411 ／ FAX 089-947-4420

※ 松山市中心に位置し、リーズナブルで人気のおすすめホテルです。

＜大会会場までの所要時間／車利用の場合＞
松山中央公園テニスコート 約１5分 ・ 空港東テニスコート 約２０分

カテゴリー Ｂ

部屋タイプ シングル ツイン

朝食付 Ｂ－１ ７，３００円 Ｂ－３ ６，０００円

食事なし Ｂ－２ ６，８００円 Ｂ－４ ５，５００円

※ １泊あたり宿泊代金 ／ 消費税・弊社取扱手数料込の価格となっております。

宿泊施設



宿泊案内

■ ターミナルホテル松山

住所 松山市宮田町9-1 TEL 089-947-5388 ／ FAX 089-947-6457

※ ＪＲ松山駅に隣接し、リーズナブルで人気のおすすめホテルです。

＜大会会場までの所要時間／車利用の場合＞
松山中央公園テニスコート 約１5～20分 ・ 空港東テニスコート 約15～２０分

カテゴリー Ｃ

部屋タイプ シングル ツイン

朝食付 Ｃ－１ ７，０００円 Ｃ－３ 設定なし

食事なし Ｃ－２ ６，５００円 Ｃ－４ 設定なし

※ １泊あたり宿泊代金 ／ 消費税・弊社取扱手数料込の価格となっております。

宿泊施設



宿泊案内

■ ホテルニューカジワラ

住所 松山市大手町2-9-10 TEL 089-941-0402 ／ FAX 089-933-2537

※ ＪＲ松山駅前通りに位置し、リーズナブルで人気のおすすめホテルです。

＜大会会場までの所要時間／車利用の場合＞
松山中央公園テニスコート 約１5～20分 ・ 空港東テニスコート 約15～２０分

カテゴリー Ｄ

部屋タイプ シングル ツイン

朝食付 Ｄ－１ ６，４００円 Ｄ－３ 設定なし

食事なし Ｄ－２ ５，８００円 Ｄ－４ 設定なし

※ １泊あたり宿泊代金 ／ 消費税・弊社取扱手数料込の価格となっております。

宿泊施設



宿泊案内

カテゴリー Ｅ

部屋タイプ シングル ツイン

朝食付 Ｅ－１ ６，８００円 Ｅ－３ 設定なし

食事なし Ｅ－２ ６，０００円 Ｅ－４ 設定なし

※ １泊あたり宿泊代金 ／ 消費税・弊社取扱手数料込の価格となっております。

宿泊施設

■ サンルートホテル松山

住所 愛媛県松山市宮田町391-8 TEL 089-933-2811 ／ FAX 089-933-2763

※ ＪＲ松山駅より徒歩5分に位置した、リーズナブルなホテルです。

※ お部屋タイプ 洋室

＜大会会場までの所要時間／車利用の場合＞

松山中央公園テニスコート 約１5～20分 ・ 空港東テニスコート 約２０分



宿泊案内

カテゴリー Ｆ

部屋タイプ 和室

９月４日（金）泊 Ｆ－１ ９，８００円

９月５日（土）泊 Ｆ－２ １３，０００円

※ ２食付となっております（朝・夕ともにバイキング料理）

※ 消費税・弊社取扱手数料込の価格となっております。

宿泊施設

■ ホテル椿館別館

住所 愛媛県松山市道後鶯谷5-32 TEL 089-945-1000

※ 道後温泉に位置した、大浴場・露天風呂完備の温泉旅館です。

※ お部屋タイプ 和室または洋室

＜大会会場までの所要時間／車利用の場合＞

松山中央公園テニスコート 約25～30分 ・ 空港東テニスコート 約3０～40分
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レンタカー案内

料金表

クラス 車種 定員 ２日間 ３日間 追加１日

Ｓ ヴィッツなど ５名 １１，０００円 １６，０００円 ５，０００円

ＥＡ アクアなど ５名 １３，０００円 １９，０００円 ６，０００円

ＥＣ プリウスなど ５名 １８，０００円 ２５，０００円 ７，０００円

ＷＡ ボクシーなど ７～８名 ２０，０００円 ２８，０００円 ８，０００円

店舗のご案内

① 全車種、ガソリン満タン返し不用！

② 全車種、ＳＴＣ機器標準装備（ＥＴＣカードは、お客様でご用意ください）

③ 安心！充実！２４時間対応ロードサービス！

補償内容

対人賠償補償 １名限度 無制限

対物賠償補償 １事故限度額 無制限

車両補償 １事故限度額 時価

人身傷害補償 １名につき3,000万円まで。

搭乗者の自動車事故によるケガ（死亡・後遺障害を含みます）につき、

運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。

損害額の認定は保険約款に基づき保健会社が実施。

ﾉﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾁｬｰｼﾞ

ﾚﾝﾀｶｰ使用中に事故を起こし、車両に損害を与えた場合には、損傷の程度や修理期間になかわらず、営
業補償の一部として下記のﾉﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾁｬｰｼﾞを申し受けます。

１.予定の営業店へ返却した場合（自走可能）・・・２万円

２.予定の営業店に返還できなかった場合（自走不能）・・・５万円

■受け渡し店舗は、松山空港店となります。その他の場所を希望される場合は、備考欄へ記入ください。

嬉しい！
満タン返し不用


