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～宿泊のご案内～ 

 

拝啓 皆様方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度『一般社団法人 第19回 工学院大学校友会全国大会・大分大会』が、2022年 11 月 12 日(土)～13 日(日) 

に別府市にて開催されますことを、心よりお慶び申し上げます。 

各地より大会にご参加の皆様の便宜を図るため、宿泊の手配を名鉄観光サービス㈱大分支店が 

お手伝いさせていただくことになりました。 

大会のご成功に向け、スタッフ一同、精一杯のお手伝いをさせていただきます。 

皆様からのお申込みを心よりお待ち申し上げております。 

敬具 

名鉄観光サービス(株)大分支店 

支店長 中野 征彦 

 

１．大会参加の申込みについて 
【大会参加の取り扱いに関しては、旅行契約ではありません】 

 

（１）大会参加・ご寄附のお申込について（参加費 12,000 円） 

①専用のＷＥＢページ 

https://www.mwt-mice.com/events/kouyukai2022 
より必要事項を入力し、お申込みください。 

②電話でのお申込・変更・取消は間違いを防ぐためにお受けできません。 

③専用のＷＥＢページでのお申し込みができない場合は、名鉄観光サービス㈱大分支店までＦＡＸ申込用紙をご請求 

後、必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールにてお申込みください。 

 

 （２）ご寄付について 

ご寄付頂ける方は、「ご寄付」欄へ金額のご入力をお願いします。 

 

 

 

２．宿泊の申込について（航空機パック利用以外の方） 
 

（１）宿泊のお申込について 

①専用のＷＥＢページ 

https://www.mwt-mice.com/events/kouyukai2022 
より必要事項を入力し、お申込みください。 

②電話でのお申込・変更・取消は間違いを防ぐためにお受けできません。 

③専用のＷＥＢページでのお申し込みができない場合は、名鉄観光サービス㈱大分支店までＦＡＸ申込用紙をご請求 

後、必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールにてお申込みください。 

    ④詳しい取引条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申し込みください。 

     ＷＥＢ申込の方は、ＷＥＢページよりご確認の上、お申込みください。 

    ⑤この書面は、旅行業法第 12 条の 4に定める旅行取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5に定める 

契約書面の一部になります。 

   

（２）お支払いについて 

   予約内容確認書または請求書に基づき、令和4年 9月 12日（月）までに、指定口座へお振込みください。 

   恐れ入りますが、振込手数料はお客様のご負担となります。 

 

   《指定口座》 

   みずほ銀行 第五集中支店 普通口座０１７０６０４ メイテツカンコウサービス（カ 
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（３）変更・取消について 

①申込締切日までの「変更・取消・追加」はＷＥＢでのお手続きとなります。 

②申込締切日以降の「変更・取消・追加」は、ＷＥＢトップ画面に添付の「変更・取消・追加連絡所」 

にご記入のうえ、 FAXまたはメール にてご連絡ください。 

間違い防止のため、電話での変更・取消はお受けできませんのでご了承ください。 

③営業時間外の変更・取消は翌営業日の取扱いとなりますので、ご注意ください。 

④取消の場合、取消日（旅行契約の解除期日）により、取消料がかかりますのでご注意ください。 

 

【宿泊プラン取消料】 

 

（４）ご返金について 

取消・変更によりご返金が発生した場合、大会終了後 10 日以内に処理させていただきます。 

所定の取消料がかかる場合は、取消料を差引いてのご返金となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．宿泊のご案内 

 

■宿泊設定日：令和4年 11 月 12 日(土) 

■旅行代金はお一人様の代金です 

旅行代金にに含まれるもの 宿泊料、翌日の朝食、サービス料、諸税 

含まれないもの クリーニング代などの個人的性質の費用 

■最少催行人員：1名    ■添乗員：同行しません 

ホテル名 タイプ 申込記号 旅行代金 駐車場 

ホテルニューツルタ 
和 室 

2 名 1 室利用 
A－１ １３，０００円 無料駐車場(先着順)

ホテル＆リゾーツ別府湾※１ 
シングル 

ツイン 

B－１

B－２

１５，０００円 

 ９，５００円 
無料駐車場(先着順)

グッドイン別府 

［別府駅より車で約 5分］ 
シングル C－１ ６，９００円 無料駐車場(先着順)

ホテル AZ 別府駅前店 

［別府駅より徒歩約４分］ 

シングル 

ツイン 

D－１

D―２

６，８００円 

５，８００円 

ホテル周辺のコイン

パーキング（有料）

西鉄リゾートイン別府 

［別府駅より徒歩約１０分］ 

シングル 

ツイン 

E－１

E－２

１２，０００円 

１０，０００円 
無料駐車場(先着順)

 

 

（１）お申込みは専用ＷＥＢページよりお願いします。 

（２）ホテルの予約につきましては、先着順とさせていただきます。 

（３）ツイン（２名１室）をご希望される場合は、必ず同室者氏名を申込書の所定欄にご記入ください。 

（４）禁煙・喫煙のご希望を申込書の所定欄にご記入ください。なお予約状況によりましてはご希望に 

   沿えない場合もございます。予めご了承ください。 

取消日 ２１日前迄 ２０日前～8 日前 7 日前～2 日前 前日 
当日 

（開始前） 

当日（開始後） 

又は無連絡不参加

取消料 無料 20% 30% 40% 50% 100% 

名鉄観光サービス㈱大分支店 (担当者：中井) 

〒870-0035 大分市中央町 1-1-5 大分第一生命ビルディング４階 

TEL097-534-7607 FAX097-536-7390 
営業時間：月～金曜日 9:30～17:00 土曜・日曜・祝日休業 

E-mail：shinji.nakai@mwt.co.jp 
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（５）駐車場料金は、普通乗用車の場合の目安の料金です。ホテルによっては、ワゴン車やハイルーフ 

車などの場合、駐車料金が変わる場合もございます。なお、駐車場の事前予約はできません。 

（６）上記以外のホテルをご希望の場合は、名鉄観光サービス㈱大分支店へお問い合わせください。 

      ※１ホテルへの送迎について（必要な方は備考欄へご入力ください） 

       ホテル＆リゾーツ別府湾 別府駅東口⇔ホテル 無料シャトルバスあり 

                   祝賀パーティ後会場よりホテルまで送迎いたします。 

         
 

４．航空機パックの申込について（航空機＆宿泊） 
 

①申込方法  

     ◆弊社ホームページ  https://www.mwt.co.jp/kokunai/dp/index.shtml よりお申込ください。 

     ◆ＷＥＢでのお申し込みができない場合は、名鉄観光サービス㈱大分支店までＦＡＸ申込用紙をご請求後、 

必要事項をご記入のうえ、FAX またはメールにてお申込みください。 

後日弊社よりご連絡いたします。  

②予約の取消について 

      所定の取消料がかかります、取消料規定を必ずご確認・ご了承のうえお申込みください。 

③お支払いについて 

 クレジットカードでのお支払いとなりますので、お手元にクレジットカードをご準備のうえご予約下さい。 

④その他 

予約の手順、お支払方法、変更・取消について、取消料の規定などは、予約ページに記載していますので、 

必ずお読みください。 

                   
 

 

 

                                                                         航空機パックコード 

 
 

 

 

５．大会会場へのアクセス 

    
【大会会場：別府国際コンベンションセンター（ビーコンプラザ）】 

〒874-0936 別府市山の手町 12-1 TEL:0977-26-7111 

    ◆JR 利用の場合 

     別府駅より徒歩約 15 分～20 分（約 1.3 ㎞） 

    ◆別府駅より路線バスをご利用の場合 

     別府駅西口【1番乗り場】（亀の井バス） 

     3 番（扇山団地行）、36 番（湯布院行）、8番（スギノイパレス行） 

     【ビーコンプラザ前】下車 170 円、約 5分 

◆お車利用の場合 

     300 台駐車可能の無料駐車場あり (先着順となります。) 

    ◆大分空港よりリムジンバス利用の場合 

     大分空港→別府北浜または別府駅 約 50 分 片道￥1,550 往復割引￥2,600 

     （北浜で下車した場合、徒歩 25 分～30 分） 

     

 

６． その他 

 
（１）１３日のオプショナルツアーは、大分交通へお申込みください。 

 

（２）１１日（前日）、１４日（翌日）の観光・宿泊をご希望の方は、弊社へご連絡ください。 
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７．個人情報の取扱について 

 
名鉄観光サービス(株)は、お申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や輸送 

   の連絡や輸送・宿泊機関等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くほか、 

   必要な範囲内で当該機関及び手配代行者に提供いたします。また、主催者事務局様に提供いたします。 

   それ以外の目的でご提供いただく個人情報は、利用いたしません。 

詳しくは弊社ホームページ（http://www.mwt.co.jp/info/kojinjohogo.shtml）をご覧ください。 

 

 
 

８．ご旅行条件の要約 

 
（募集型企画旅行契約） 

宿泊・ミニツアーは名鉄観光サービス株式会社（愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目 14-19 観光庁長官登 

録旅行業５５号・以下「当社」という）が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募 

集型企画旅行契約を締結することになります。また、契約の内容・条件とは各プランごとに記載されてい 

る条件のほか、下記条件出発前にお渡しする確定書面及び当社募集型企画旅行契約の部によります。 

（旅行の申し込み及び契約成立） 

専用ＷＥＢページでお申込いただくか、所定の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたはメールにて 

お申し込みください。  

また指定の期日までに代金をお振込みください。 

（旅行条件・旅行代金の基準） 

この旅行条件は令和４年７月１日を基準としています。 
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【お問い合わせは】 

名鉄観光サービス㈱大分支店 (担当者：中井) 

〒870-0035 大分市中央町 1-1-5 大分第一生命ビルディング４階 

TEL097-534-7607 FAX097-536-7390 
営業時間：月～金曜日 9:30～17:00 土曜・日曜・祝日休業 

E-mail：shinji.nakai@mwt.co.jp 

総合旅行業取扱管理者 山田 祐嗣 
観光庁長官登録旅行業第 55 号・(一社)日本旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会会員 

旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う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

の説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

【承認 NO.九営本 S22-0605】


