
宿泊のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。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「第73回日本

呼吸器学会・日本結核病学会九州支部秋季学術講演会」を鹿児島市にて開催されるにあたり、九州各県より参加されます皆様方

のご便宜を図るため、宿泊の手配・予約を株式会社日本旅行鹿児島支店にてお手伝いさせて頂くこととなりました。 つきましては

宿泊のご案内をさせて頂きますので、皆様からのお申込みをお待ち申し上げます。

敬具

Ⅰ.宿泊施設について 【宿泊期間】2014年10月9日（木）・10日（金） 1泊～2泊
【宿泊条件】1泊朝食付、税金・サービス料込（お一人様）
【最少催行人員】1名様 【添乗員】同行いたしません
【日程】1日目 ご自宅⇒(各自移動)⇒ホテル

2日目 ホテル⇒(各自移動)⇒ご自宅

ホテル名
申込
記号

部屋タイプ 料金
（お一人様当り）

アクセス

ＪＲ九州ホテル
鹿児島(北館)

A-1 シングル（１名様利用） 8,200円 鹿児島中央駅 西口隣接

鹿児島東急イン
B-1 シングル（１名様利用） 8,100円

鹿児島中央駅 東口より
徒歩3分

B-2 ツイン（２名様利用） 7,000円

ソラリア西鉄ホテル
鹿児島

C-1 シングル(1名様利用) 9,600円
鹿児島中央駅 東口より
徒歩1分

ホテルタイセイ
ｱﾈｯｸｽ

D-1 シングル(1名様利用) 7,500円
鹿児島中央駅 東口より
徒歩３分

■ 鹿児島中央駅周辺(学会会場へ徒歩約5分～8分)

■ 天文館周辺(学会会場へタクシー約5分)

ホテル名
申込
記号

部屋タイプ 料金
（お一人様当り）

アクセス

かごしまﾌﾟﾗｻﾞホテル天文館 E-1 シングル（１名様利用） 6,700円
鹿児島中央駅 東口より
タクシー５分

チサンイン鹿児島 F-1 シングル（１名様利用） 7,300円
鹿児島中央駅 東口より
タクシー５分

ブルーウェーブイン鹿児島 G-1 シングル（１名様利用） 7,300円
鹿児島中央駅 東口より
タクシー５分

レム鹿児島
H-1 シングル(１名様利用) 7,500円

鹿児島中央駅 東口より
タクシー５分

H-2 ダブル（１名様利用） 9,400円

ホテルレクストン鹿児島
J-1 シングル（１名様利用） 8,200円

鹿児島中央駅 東口より
タクシー５分J-2 ツイン(２名様利用) 7,000円

※レム鹿児島の部屋にはバスタブがございません。シャワーのみとなります。
■ ２名様にてご利用の場合は、必ず同室者のお名前をご記入ください。
■ 禁煙室をご希望の場合は、備考欄にその旨をご記入ください。 但し、各ホテルの部屋数に限りがありますので、ご希望に
添えない場合がありますので予めご了承ください。



【申込締切日】2014年9月10日（水）

※今回はインターネットでの予約は行っておりません。

【FAXにてお申込み方法】
◆今回ファックスのみの受付になります。別添の申込書に必要事項を記入の上、お申込み下さい。

Ⅱ.お申込み方法

Ⅲ.お申込みからお支払いまで

◆お申込み後、弊社にて登録を行い、「確認書兼請求書」の書面をFAXにてお送り致しますので、予約内容を確認の上、

所定の口座へ、9月24日（水）迄にお支払い下さい。

◆変更、取消につきましては、行き違いを避ける為に、『必ずFAX、Eメール』にてお願いします。お電話での受付は致しかね

ますのでご了承下さい。

◆今回は「宿泊クーポン券」は送付致しませんので、ホテルフロントにて、お名前を告げてチェックイン下さい。なお、「確認

書兼請求書」をフロントにご提示されても結構です。

【その他】

◆お申込み後、お客様のご都合で取り消される場合は、取消申し出日により下記の取消料を申し受けます。なお、お申込み

後のご返金は、総会終了後、振込手数料を差し引いて銀行振込みにてご送金いたします。

Ⅳ.お問合せ先

株式会社日本旅行鹿児島支店
『第73回日本呼吸器学会・日本結核病学会九州支部秋季学術講演会』係
担当：山本尚樹 ・ 山口智子
〒892-0828鹿児島県鹿児島市金生町２－１４ 金生クリスタルビル4階 鹿児島市電いづろ電停より徒歩２分

TEL099-224-8315 FAX 099-226-8456

E-mail kagoshima_office@nta.co.jp
(営業時間：月～金 10：00～18：00 (土・日・祝日は休業)

【お支払締切日】2014年9月24日（水）



1．募集型企画旅行契約
（１）この旅行は（株）日本旅行（以下「当社」といいます）が
企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加される
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。
（２）旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本
旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面（最終
旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約
の部によります。
2．旅行のお申込みと旅行契約の成立
（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下
記のお申込金または旅行代金の全額を添えてお申し込み
いただきます。申込金は旅行代金、取消料または違約料の
それぞれの一部として取扱います。
（２）電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段によるお申し
込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成
立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予約の申
し込みの翌日から起算して3日以内に、申込書と申込金を
提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提
出されない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱
います。
（３）申込金（お一人様につき）

（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）
の申込金を受領したときに成立したものとします。
（５）通信契約による旅行契約は、お申込を承諾する通知
を発した時に成立します。ただしe-mail等の電子承諾通知
による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到
達したときに成立するものとします。
3．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
14日前にあたる日より前にお支払いいただきます。
4．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最小催行人員
に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があり
ます。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって13日前にあたる日（日帰り旅行は3日前）より前に連
絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお
返しします。
5．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（１）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通
費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税、空港施設
使用料及び添乗員同行費用が含まれます。
（２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的
性質の諸費用は含まれません。

6．お客様による旅行契約の解除
（１）お客様は、いつでも次に定める取消料（お一人様につ
き）をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができ
ます。この場合、すでに収受している旅行代金（あるいは申
込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申
込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し
受けます。

（２）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日・営業時間
内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル等を
変更される場合にも上記の取消料が適用されます。
（４）宿泊のみご予約になった場合

7．個人情報の取扱について
（１）当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者（以
下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提供いただいた個人
情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手
配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で
利用させていただきます。
（２）当社、当社グループ会社（会社名等はホームページを
ご参照ください）および販売店では、①取り扱う商品、サー
ビス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお
願い ③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。
（３）このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針につ
いては、当社のホームページ（http://www.nta.co.jp）でご確
認ください。
8．ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は、2014年1月14日を基準としています。ま
た旅行代金は、2014年1月14日現在の有効な運賃・規則
を基準としています。

【国内旅行傷害保険加入のおすすめ】
安心してご旅行をしていただくため、お客様自身で
保険をかけられることをおすすめいたします。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前
にご確認のうえお申し込み下さい。

旅行条件

旅行企画・実施

㈱日本旅行 鹿児島支店

観光庁長官登録旅行業第2号
（社）日本旅行業協会正会員
〒 892-0828鹿児島県鹿児島市金生町２－１４ 金生クリスタルビル１階
TEL099-224-8315 FAX 099-226-8456

営業時間：月～金 10：00～18：00（土・日・祝日は休業）
総合旅行業務取扱管理者：坂本 憲昭

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店（営業所）での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取り扱い管理者にお尋ねください。

九販14-001



宿泊申込書

第１

希望

第２

希望

フリガナ

J－2B－2
鹿児島　花子

カゴシマ　ハナコ

同室者名

※変更・取消の時は、必ずFAXにてご連絡下さい。

※弊社記入欄

※ツイン（２名様利用）をご希望の方は、同室者名を記入下さい。

備考欄

※人員が５名を超える場合は、この申込書をコピーし利用下さい。

5

4

3

2

ご希望ホテル

1

○例

フリガナ
受付No.

申込み代表者

カゴシマ　タロウ

性別

フリガナ

氏名

所属機関名

TEL
ご住所

10/9

（木）

FAX
E-mail

（金）

10/10

男 ○
鹿児島　太郎

FAX： 099-226-8456

宿泊申込書※申込締切日2014年9月10日（水）

【お問合せ先】 株式会社日本旅行鹿児島支店
『第73回日本日本呼吸器学会・日本結核病学会九州支部秋季学術講演会』係

担当：山本尚樹 ・ 山口智子
〒892-0828鹿児島県鹿児島市金生町２－１４ 金生クリスタルビル４階

鹿児島市電いづろ電停より徒歩２分
(営業時間 月～金 10：00～18：00 土・日・祝日休業)

TEL099-224-8315 FAX 099-226-8456 E-mail kagoshima_office@nta.co.jp

下記の｢お客様の個人情報の取扱い｣について同意の上、申し込みます。

【お客様の個人情報の取扱いについて】
①当社では、お客様からご提供頂いた個人情報を厳重に管理し、申込頂きました宿泊の手配、お客様との間の連絡及び大会主催者への提供
ならびにこれらに付随する業務を行うために利用します。

②その他、当社の個人情報の取扱いにつきましては当社ホームページ(http://www.nta.co.jp)をご参照下さい。
③個人情報の取扱いに関する問い合わせ先 株式会社日本旅行 鹿児島支店(担当：山本 尚樹) TEL：099－224－8315


