
 

 

 

 
期 間：2022年 11月 18日(金)～11月 21日(月) 

会 場：愛媛県武道館・松山市総合コミュニティセンター 

 

謹啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

この度は、第３９回全日本シニアバドミントン大会が四国３県で開催されるにあたり全国各地より来島されますことを心よ

り歓迎申し上げます。開催にあたりまして、大会にご参加いただく皆様方のお手伝いを名鉄観光サービス株式会社が担

当させていただくことになりました。 

つきましては、宿泊プラン・お弁当に関しましてのご案内を申し上げます。皆様のご来媛を心よりお待ち申し上げます。 

謹白 

 

                               名鉄観光サービス株式会社 

松山支店長 小田 幸治                                                            

 
 

【お申込方法】 
①  添付のお申込書に必要事項を記入の上、「名鉄観光サービス㈱高松/松山/高知の各支店 全日本シニアバドミ

ントン大会デスク」（以下、「大会デスク」）へ２０２２年８月２６日(金)必着でＥメールまたはＦＡＸにてお申込くださ

い。 

 ② 申込書に基づきまして、代表者に請求書と宿舎決定通知書を９月２２日(木)を目途にＥメールまたはＦＡＸ致します。 

     ＊お早めにご連絡を頂きましたお客様より順次ご案内をさせて頂きます。 

 ③ 請求書の代金を１０月１４日(金)までに以下の指定口座までお振込ください。 

 ④ 申込後の取消し及び変更はすべて「大会デスク」へＥメールまたはＦＡＸにてご連絡をお願いします（トラブル防止の

ためご理解ください）。 

 ⑤ ご不明な点や、ご質問等ございましたら、「大会デスク」へご連絡をお願い致します。 

 

【振込口座のご案内】 
 大会専用の振込口座を開設致します。なお、お振込の際には下記事項にお気を付け下さいますようお願いします。 

①  お振込手数料はお客様ご自身にてご負担くださいますようお願いします。 

②  団体でお振込の場合は、代表者名にてお振込を頂きますようお願いします。 
 

みずほ銀行 第五集中支店  普通預金  ０１７０８５３ 

名鉄観光サービス株式会社 
 

【取消料について】 
●ご宿泊 ＊ご宿泊日の前日から起算してさかのぼった日となります 

15日前まで 14日～8日前まで 7日～2日前まで 宿泊日前日 宿泊日当日 無連絡及び開始後 

無料 ２０％ ３０％ ５０％ ８０％ １００％ 

 

●お弁当 

前日の１３：００まで…無料   それ以降及び当日…全額・買取 



【宿泊のご案内】  ※最少催行人員は１名、添乗員は同行いたしません 
（１） 宿泊取扱日は２０２２年１１月１８日（金）～１１月２１日(月)の４泊です。 

（２） 宿泊は全て１泊朝食つきとなります（ホテルによっては朝食無料サービス対応も含んでいます） 

ご希望のホテルが満室の場合には、他のホテルへのご案内となりますので予めご了承下さいませ。 

（３） シングルは 1名 1室、ツインは 2名 1室利用となり、お一人様あたりの料金をご案内いたします。 
 

 （料金：税込み） 

 ※レフ松山市駅、東京第一ホテル松山、スカイホテル、松山シティホテル、ホテルカジワラは松山市総合コミュニティセンターへ徒歩移動可 

※駐車場につきましては、お客様ご自身でホテルへ確認ください 

 

【お弁当のご案内】  ※手配旅行契約となります 

（１） 宿泊と同時にお申込ください。お弁当のみのお申込も承ります。 

（２） 料金は、次の通りです。   ８８０円（お茶付・税込・空箱回収サービスあり） 

（３） お渡し場所は次の通りといたします。 
 

 お渡し日 １１月１９日（土）～２１日(月) 

 お渡し時間 １１：００ ～ １２：００ 

 お渡し場所 各会場 大会ツアーデスク 

             ＊空箱回収を行いますので１４：３０までに引換所へご返却ください 

              （時間までにお持ちをいただけない場合はお客様ご自身での処理をお願いします） 

記号 宿泊施設 部屋タイプ 
宿泊料金 

（1 泊朝食付き） 
ランドリー 

１-Ｓ ホテルビスタ松山 シングル １５，０００円 館内あり 

２-Ｓ レフ松山市駅 byベッセルホテルズ  *引湯大浴場あり シングル １５，０００円 館内あり 

３-Ｓ たかのこのホテル  *無料駐車場、天然温泉大浴場あり シングル １２，０００円 館内あり 

４-Ｓ 松山ニューグランドホテル  *引湯大浴場あり シングル １０，５００円 館内あり 

５-Ｓ 
東京第一ホテル松山  *13日のみ 550円ＵＰ 

シングル ９，５００円 
館内あり 

５-Ｔ ツイン ９，０００円 

６-Ｓ 
スカイホテル  *13日のみ 550円ＵＰ 

シングル ９，５００円 
館内あり 

６-Ｔ ツイン ９，０００円 

７-Ｓ ホテルドッチ  *13日のみ 550円ＵＰ シングル ９，０００円 館内あり 

８-Ｓ ホテルたいよう農園二番町  *13日のみ 550円ＵＰ シングル ９，０００円 館内あり 

９-Ｓ 
松山シティホテル  *13日のみ 550円ＵＰ 

シングル ８，７００円 
館内あり 

９-Ｔ ツイン ８，２００円 

１０-Ｓ 
ホテルカジワラ  *13日のみ 550円ＵＰ 

シングル ８，７００円 
館内あり 

１０-Ｔ ツイン ８，２００円 

１１-Ｓ ホテルＮｏ.1松山  *13日のみ 1,100円ＵＰ シングル ７，７００円 館内あり 

１２-Ｓ アビスイン道後・松山  *13日のみ 550円ＵＰ シングル ７，５００円 館内あり 

１３-Ｓ チェックイン松山  *引湯大浴場あり シングル ７，３００円 館内あり 

１４-Ｓ 
ホテルＡＺ愛媛伊予店 

*13日のみ 550円ＵＰ 

*無料駐車場あり 

シングル ６，８００円 
館内あり 

１４-Ｔ ツイン ６，５００円 



【ホテルマップ】 

      ※数字は宿泊施設ページのホテル記号となります 
 

◆広域図 
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 旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第５５号 (社)日本旅行業協会正会員 

 
第 39回全日本シニアバドミントン選手権大会デスク 

 
〒790-0003 愛媛県松山市三番町 4丁目 12番 4号 松山大同生命ビル 
営業時間 10：00～１7：００ 【土・日・祝日／定休】 担当 前田・佐々木・今城 
ＴＥＬ：（０８９）９２１－５１３１  ＦＡＸ：（０８９）９２１－７１６６ 
メール：matsuyama@mwt.co.jp 
 

松山支店 

愛媛県武道館までのアクセス 

◎愛媛県武道館 
〒７９０－０９４８  愛媛県松山市市坪西町５５１ 
ＴＥＬ ０８９－９６５－３１１１ 
 
【伊予鉄松山市駅から】 
＊路線バス（坊ちゃんスタジアム行き） 

 坊ちゃんスタジアム下車 ⇒ 徒歩（約５分） 
【JR松山駅から】 ＊1時間に 2本程度の運行 
＊JR（宇和島方面行き） 市坪駅下車 ⇒ 徒歩８分 

【お車利用】 
＊松山自動車道 松山インターチェンジより（南環状線、 

R５６号線経由） 約２５分 
＊タクシーで松山市内中心部より約１，８００円／２５分。 
道後温泉地区より約２，４００円／３０分 

 

 

松山市総合コミュニティセンターまでのアクセス 

◎松山市総合コミュニティセンター 
〒７９０－００１２  愛媛県松山市湊町７丁目５番地 
ＴＥＬ ０８９－９２１－８２２２ 
 
【伊予鉄松山市駅から】 
＊市内電車（ＪＲ松山駅行き）  

大手町下車 ⇒ 徒歩７分 
または、徒歩１０分 
 

【JR松山駅から】  ＊徒歩１０分 
 
【お車利用】 
＊松山自動車道 松山インターチェンジより 

（南環状線経由） 約３０分 
＊タクシーで松山市内中心部より約１，０００円／１０分。道後温泉地区より約１，５００円／１５分。 

 
 

【契約・個人情報について】 
宿泊プラン・お弁当・航空機をお申込みされるお客様とは、名鉄観光サービス㈱と募集型企画旅行契約を結ばせてい

ただきます。詳しくは旅行条件書にてご確認ください。この旅行条件は 2022 年 5 月 27 日を基準としています。また、旅

行代金は 2022年 5月 28日現在の運賃・料金を基準としています。 

 

◆個人情報の取扱について 

 ご旅行申込に際してご提出いただいた個人情報につきましては、お客様との連絡のためや宿泊・運送機関等の提供す

るサービスの手配及び受領の為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等及び手配代行者に提

供いたします。また大会事務局にも提出を致します。当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭ま

たはホームページでご確認ください（http://www.mwt.co.jp）。 

 

【問い合わせ・申込先】 

 

 
 
 
 
 

http://www.mwt.co.jp/


 

 

 

 
期 間：2022年 11月 18日(金)～11月 21日(月) 

会 場：高松市総合体育館・高松市香川総合体育館等 

 

謹啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

この度は、第３９回全日本シニアバドミントン大会が四国３県で開催されるにあたり全国各地より来島されますことを心よ

り歓迎申し上げます。開催にあたりまして、大会にご参加いただく皆様方のお手伝いを名鉄観光サービス株式会社が担

当させていただくことになりました。 

つきましては、宿泊プラン・お弁当に関しましてのご案内を申し上げます。皆様のご来媛を心よりお待ち申し上げます。 

謹白 

 

                               名鉄観光サービス株式会社 

高松支店長 喜多野 裕介                                                            

 
 

【お申込方法】 
① 添付のお申込書に必要事項を記入の上、「名鉄観光サービス㈱高松/松山/高知の各支店 全日本シニアバドミン

トン大会デスク」（以下、「大会デスク」）へ２０２２年８月２６日(金)必着でＥメールまたはＦＡＸにてお申込ください。 

 ② 申込書に基づきまして、代表者に請求書と宿舎決定通知書を９月２２日(木)を目途にＥメールまたはＦＡＸ致します。 

     ＊お早めにご連絡を頂きましたお客様より順次ご案内をさせて頂きます。 

 ③ 請求書の代金を１０月１４日(金)までに以下の指定口座までお振込ください。 

 ④ 申込後の取消し及び変更はすべて「大会デスク」へＥメールまたはＦＡＸにてご連絡をお願いします（トラブル防止の

ためご理解ください）。 

 ⑤ ご不明な点や、ご質問等ございましたら、「大会デスク」へご連絡をお願い致します。 

 

【振込口座のご案内】 
 大会専用の振込口座を開設致します。なお、お振込の際には下記事項にお気を付け下さいますようお願いします。 

① お振込手数料はお客様ご自身にてご負担くださいますようお願いします。 

② 団体でお振込の場合は、代表者名にてお振込を頂きますようお願いします。 
 

みずほ銀行 第五集中支店  普通預金  ０１７０９３４ 

名鉄観光サービス株式会社 
 

【取消料について】 
●ご宿泊 ＊ご宿泊日の前日から起算してさかのぼった日となります 

15日前まで 14日～8日前まで 7日～2日前まで 宿泊日前日 宿泊日当日 無連絡及び開始後 

無料 ２０％ ３０％ ５０％ ８０％ １００％ 

 

●お弁当 

前日の１３：００まで…無料   それ以降及び当日…全額・買取 



【宿泊のご案内】  ※最少催行人員は１名、添乗員は同行いたしません 

 
（１） 宿泊取扱日は２０２２年１１月１８日（金）～１１月２１日(月)の４泊です。 

（２） 宿泊は全て１泊朝食つきとなります（ホテルによっては朝食無料サービス対応も含んでいます） 

ご希望のホテルが満室の場合には、他のホテルへのご案内となりますので予めご了承下さいませ。 

（３） シングルは 1名 1室、ツインは 2名 1室利用となり、お一人様あたりの料金をご案内いたします。 
 

 （料金：税込み） 

※の駐車場は無料になります 

                                          ※各ホテルの場所はホームページなどでご確認ください。 

【お弁当のご案内】  ※手配旅行契約となります 

（４） 宿泊と同時にお申込ください。お弁当のみのお申込も承ります。 

（５） 料金は、次の通りです。   ８８０円（お茶付・税込・空箱回収サービスあり） 

（６） お渡し場所は次の通りといたします。 
 

 お渡し日 １１月１９日（土）～２１日(月) 

 お渡し時間 １１：００ ～ １２：００ 

 お渡し場所 各会場 大会ツアーデスク 

             ＊空箱回収を行いますので１４：３０までに引換所へご返却ください 

              （時間までにお持ちをいただけない場合はお客様ご自身での処理をお願いします） 
 
 
 
 

記号 宿泊施設 部屋タイプ 
宿泊料金 

（1 泊朝食付き） 
ランドリー 

１- Ｓ 

1-Ｔ 
ホテルパールガーデン【高松エリア】※ 

シングル 

ツイン 

14,000円 

13,000円 
館内あり 

２-Ｓ ＪＲクレメントイン高松【高松エリア】 シングル 14,500円 館内あり 

３-Ｓ 

３-Ｔ 
高松東急ＲＥＩホテル【高松エリア】 

シングル 

ツイン 

11,000円 

10,000円 
館内あり 

４-Ｓ コンフォートホテル高松【高松エリア】 シングル 11,000円 館内あり 

５-Ｓ ザ・セレクトン高松【高松エリア】※ シングル 8,000円 館内あり 

６-Ｓ 

６-Ｔ 
坂出グランドホテル【坂出・丸亀エリア】※ 

シングル 

ツイン 

9,000円 

8,000円 
館内あり 

７-Ｓ ホテルルートイン坂出北インター【坂出・丸亀エリア】※ シングル 8,000円 館内あり 

８-Ｓ 

８-Ｔ 
ホテルアネシス瀬戸大橋【坂出・丸亀エリア】 ※ 

シングル 

ツイン 

11,500円 

10,500円 
館内あり 

９-Ｓ 宇多津グランドホテル【坂出・丸亀エリア】 ※ シングル 9,000円 館内あり 

１０-Ｓ ホテルＡＺ香川宇多津【坂出・丸亀エリア】 ※ シングル 6,000円 館内あり 

１１-Ｓ 

１１-Ｔ 
オークラホテル丸亀【坂出・丸亀エリア】 ※ 

シングル 

ツイン 

8,500円 

8,000円 
館内あり 

１２-Ｓ チサンイン丸亀善通寺【善通寺エリア】 ※ シングル 7,000円 館内あり 



 旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第５５号 (社)日本旅行業協会正会員 

 
第 39回全日本シニアバドミントン選手権大会デスク 

 
〒760-0023 香川県高松市寿町 1丁目 4番 3号 高松中央通りビル 
営業時間 ９：３０～１７：３０ 【土・日・祝日／定休】 担当 喜多野・中山・浅田 
ＴＥＬ：（０８７）８２２－１６２１  ＦＡＸ：（０８７）８２２－１６２８ 
メール：takamatsu@mwt.co.jp 

高松支店 

 

【契約・個人情報について】 
宿泊プラン・お弁当・航空機をお申込みされるお客様とは、名鉄観光サービス㈱と募集型企画旅行契約を結ばせてい

ただきます。詳しくは旅行条件書にてご確認ください。この旅行条件は 2022 年 5 月 27 日を基準としています。また、旅

行代金は 2022年 5月 28日現在の運賃・料金を基準としています。 

 

◆個人情報の取扱について 

 ご旅行申込に際してご提出いただいた個人情報につきましては、お客様との連絡のためや宿泊・運送機関等の提供す

るサービスの手配及び受領の為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等及び手配代行者に提

供いたします。また大会事務局にも提出を致します。当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭ま

たはホームページでご確認ください（http://www.mwt.co.jp）。 

 

 

【問い合わせ・申込先】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mwt.co.jp/


 

 

 

 
期 間：2022年 11月 18日(金)～11月 21日(月) 

会 場：南国市立スポーツセンター・春野運動公園体育館  

 

謹啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

この度は、第３９回全日本シニアバドミントン大会が四国３県で開催されるにあたり全国各地より来島されますことを心よ

り歓迎申し上げます。開催にあたりまして、大会にご参加いただく皆様方のお手伝いを名鉄観光サービス株式会社が担

当させていただくことになりました。 

つきましては、宿泊プラン・お弁当に関しましてのご案内を申し上げます。皆様のご来媛を心よりお待ち申し上げます。 

謹白 

 

                               名鉄観光サービス株式会社 

高知支店長 萩原 清夫                                                            

 
 

【お申込方法】 
 

① 添付のお申込書に必要事項を記入の上、「名鉄観光サービス㈱高松/松山/高知の各支店 全日本シニアバドミン

トン大会デスク」（以下、「大会デスク」）へ２０２２年８月２６日(金)必着でＥメールまたはＦＡＸにてお申込ください。 

 ② 申込書に基づきまして、代表者に請求書と宿舎決定通知書を９月２２日(木)を目途にＥメールまたはＦＡＸ致します。 

     ＊お早めにご連絡を頂きましたお客様より順次ご案内をさせて頂きます。 

 ③ 請求書の代金を１０月１４日(金)までに以下の指定口座までお振込ください。 

 ④ 申込後の取消し及び変更はすべて「大会デスク」へＥメールまたはＦＡＸにてご連絡をお願いします（トラブル防止の

ためご理解ください）。 

 ⑤ ご不明な点や、ご質問等ございましたら、「大会デスク」へご連絡をお願い致します。 

 

【振込口座のご案内】 
 大会専用の振込口座を開設致します。なお、お振込の際には下記事項にお気を付け下さいますようお願いします。 

① お振込手数料はお客様ご自身にてご負担くださいますようお願いします。 

② 団体でお振込の場合は、代表者名にてお振込を頂きますようお願いします。 
 

みずほ銀行 第五集中支店  普通預金  ０１７０８５４ 

名鉄観光サービス株式会社 
 

【取消料について】 
●ご宿泊 ＊ご宿泊日の前日から起算してさかのぼった日となります 

15日前まで 14日～8日前まで 7日～2日前まで 宿泊日前日 宿泊日当日 無連絡及び開始後 

無料 ２０％ ３０％ ５０％ ８０％ １００％ 

●お弁当 

前日の１３：００まで…無料   それ以降及び当日…全額・買取 



【宿泊のご案内】  ※最少催行人員は１名、添乗員は同行いたしません 

 
（１） 宿泊取扱日は２０２２年１１月１８日（金）～１１月２１日(月)の４泊です。 

（２） 宿泊は全て１泊朝食つきとなります（ホテルによっては朝食無料サービス・素泊り対応も含んでいます） 

ご希望のホテルが満室の場合には、他のホテルへのご案内となりますので予めご了承下さいませ。 

（３） シングルは 1名 1室、ツインは 2名 1室利用となり、お一人様あたりの料金をご案内いたします。 
 

 （料金：税込み） 

※朝食対応不可のホテルになります（記載は素泊り料金です） 

                                          ※各ホテルの場所はホームページなどでご確認ください。 

【お弁当のご案内】  ※手配旅行契約となります 

（４） 宿泊と同時にお申込ください。お弁当のみのお申込も承ります。 

（５） 料金は、次の通りです。   ８８０円（お茶付・税込・空箱回収サービスあり） 

（６） お渡し場所は次の通りといたします。 
 

 お渡し日 １１月１９日（土）～２１日(月) 

 お渡し時間 １１：００ ～ １２：００ 

 お渡し場所 各会場 大会ツアーデスク 

             ＊空箱回収を行いますので１４：３０までに引換所へご返却ください 

              （時間までにお持ちをいただけない場合はお客様ご自身での処理をお願いします） 
 

記号 宿泊施設 部屋タイプ 
宿泊料金 

（1 泊朝食付き） 
アクセス 

11 
ザ クラウンパレス新阪急高知 

ツイン 1名利用 17,000 円 
高知駅より路面電車（県庁前）徒歩 2分 

12 ツイン 2名利用 12,000 円 

21 

天然温泉の宿 三翠園 

シングル 14,000円/17,000 円（19日） 

高知駅より路面電車（県庁前）徒歩 3分 22 ツイン（2名利用） 16,000円/19,000 円（19日） 

23 和室（4～5名利用） 16,000円/19,000 円（19日） 

31 ＪＲクレメントイン高知（朝食無し）※ シングル 12,000 円 ＪＲ高知駅 隣接 

41 西鉄イン高知はりまや橋（朝食無し）※ シングル 11,000 円 高知駅より路面電車（はりまや橋）徒歩 3分 

51 
ブライトパークホテル 

シングル 11,000 円 
高知駅より路面電車（蓮池町通）徒歩 5分 

52 ツイン（2 名利用） 9,500円 

61 セブンデイズホテル シングル 9,900円 高知駅より路面電車（蓮池町通）徒歩 5分 

71 
高知グリーンホテル 

シングル 8,500円 
高知駅より路面電車（蓮池町通）徒歩 3分 

72 ツイン（2名利用） 7,700円 

81 セブンデイズホテルプラス シングル 9,900円 高知駅より路面電車（蓮池町通）徒歩 4分 

91 ホテル NO.1高知 シングル 7,300円※19日素泊りのみ 高知駅より路面電車（蓮池町通）徒歩 8分 

101 ウェルカムホテル高知 シングル 6,800円/7,000円（19日） 高知駅より路面電車（蓮池町通）徒歩 5分 

111 高知アネックスホテル シングル 6,800円 高知駅より路面電車（蓮池町通）徒歩 5分 

121 
高知ターミナルホテル（朝食無し）※ 

シングル 6,500円 
高知駅より路面電車（はりまや橋）徒歩 3分 

122 ツイン（2名利用） 6,000円 



 旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第５５号 (社)日本旅行業協会正会員 

 
第 39回全日本シニアバドミントン選手権大会デスク 

 
〒780-0053 高知県高知市駅前町 5丁目 5号 大同生命高知ビル 
営業時間 １０：００～１７：００ 【土・日・祝日／定休】 担当 谷井・萩原 
ＴＥＬ：（０８８）８８３－３２５５  ＦＡＸ：（０８８）８８３－３２５０ 
メール：kochi@mwt.co.jp 

高知支店 

【契約・個人情報について】 
宿泊プラン・お弁当・航空機をお申込みされるお客様とは、名鉄観光サービス㈱と募集型企画旅行契約を結ばせてい

ただきます。詳しくは旅行条件書にてご確認ください。この旅行条件は 2022 年 5 月 27 日を基準としています。また、旅

行代金は 2022年 5月 28日現在の運賃・料金を基準としています。 

 

◆個人情報の取扱について 

 ご旅行申込に際してご提出いただいた個人情報につきましては、お客様との連絡のためや宿泊・運送機関等の提供す

るサービスの手配及び受領の為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等及び手配代行者に提

供いたします。また大会事務局にも提出を致します。当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭ま

たはホームページでご確認ください（http://www.mwt.co.jp）。 

 

 

【問い合わせ・申込先】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mwt.co.jp/

