
 

 

九州小学生バドミントンフェスティバル ｉｎくるめ 

宿泊、交通のご案内 
                                          

 
◆開催期間 ： 2020年１1月22日（日）～23日（月） 
【宿泊手配 ： 2020年１1月21日（土）～ ２泊 】 

 
  ◆大会会場  :  福岡県立久留米市総合スポーツセンター(久留米アリーナ)     

住所： 福岡県久留米市東櫛原町１７０− １ 
 

拝啓 大会ご関係者各位におかれましては、益々ご健勝のことと心よりお慶び申し上げます。 

平素より格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。 

このたびは「九州小学生バドミントンフェスティバル ｉｎくるめ」が久留米市内で開催されますことを心より 

お慶び申し上げますとともに、大会の成功に向けて精一杯ご支援させて頂きますのでよろしくお願いいたします。 

 

敬具 
 

京王観光株式会社 福岡支店 
支店長 石井 弘隆 

【宿泊プラン：GoToトラベルご利用にあたって】 
 
① ご注意（給付金の受領について） 
この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo To トラベル事務局は、 

給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払い 

いただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。 

お客様は、当社およびGo To トラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。 

 

③ お支払い実額について 
宿泊代金表の料金は、給付額を差し引く前の旅行代金となります。給付額差し引き後のお支払い実額は、リクエストいただいた後、 

当社からの回答書にて明確にご案内いたします。 

 

④ ご本人様確認書類ご持参のお願い 
ご旅行中にご参加者様全員のご本人様確認を実施させていただく場合がございます。ご旅行当日は、身分証明書のご持参をお願いいたします（運

転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなどの住所・顔写真が確認できる書類）。身分証明書をお忘れの場合、キャンペーン対象とな

りませんのでご注意ください 

 

⑤公費出張でご参加の場合は、GoToトラベル割引利用はお控えください。 
 
GoToトラベルについて、詳細は下記をご確認ください。 

・GoToトラベル事務局 https://goto.jata-net.or.jp/   

・京王観光 GoToトラベルキャンペーン https://keio.tabibako.net/pickup2/Gototravel 

 

【GoToトラベルのご利用にあたっての遵守事項】 
・下記URLをご参照ください。 

https://goto.jata-net.or.jp/assets/docs/20200923_1754_gotojyunsyu.pdf 

 

 

 

 

       
 



                          
 
 

九州小学生バドミントンフェスティバル ｉｎくるめ 
宿泊プラン 2日間・3日間 

 
≪宿泊設定日≫  ２０20年１1月21日（土）・22日（日）宿泊分  

≪受付期間≫   ２０20年10月12日（月）～ 11月6日（金） 

≪最少催行人数≫ おとな1名 

≪添乗員≫    添乗員は同行いたしません  ＊ホテルのチェックインはお客様自身で行っていただきます 

       （大会会場に京王観光株式会社係員が待機しています） 

≪旅行代金≫   旅行代金＝基本旅行代金＋添い寝追加代金 

         記載の基本代金は、客室を定員利用した場合のおひとり様1泊当たり税金・サービス料込の旅行代金になります 

部屋数に限りがございますので、ご希望の沿えない場合もございます 

       喫煙/禁煙部屋の指定は承れません。予めご了承ください 

≪旅行代金に含まれるもの≫ 

1.基本代金  2.宿泊代金・税金サービス料込み(お一人様当たりの代金です)   

≪旅行代金に含まれないもの》 

上記以外は基本代金に含まれませんが、参加に当たって通常必要となる費用を例示します。 

1.個人的性格の費用：飲食代、クリーニング代、電話代 2.傷害、疾病に関する医療費  

3.任意の旅行傷害保険料 4.自宅～ホテル(宿泊地)間の交通費 

≪日程表≫ 

             

 

 

 

 

   

※AZ福岡久留米・ハイネスホテル久留米につきましては、食事なしですがホテル提供の無料軽朝食サービスがご利用いただけます 

ホテル名【ホテルAZ 福岡久留米店】 

＜アクセス＞ホテルから会場まで 

久留米アリーナまで    車で約10分 

 

＜駐車場＞ 

乗用車：88台  バス2台 

料金 ：無料  ※バスのみ予約制、乗用車は着順 

＜住所＞ 

福岡県久留米市山川追分 1 丁目 11-31 

＜最寄駅＞ 

JR（九大本線）御井駅下車 徒歩4分 

＜無料軽朝食＞ 

提供方法：和洋バイキング 

時間  ：7：00～9：30 

 
 

GoToトラベルキャンペーン事業支援対象 

※地域共通クーポンは、1グループの旅行代金の総額 

に対して、１５％相当額となります（１００円単位 

で四捨五入し、１０００円単位で配布） 

◆食事なしですが、ホテル提供の無料軽朝食サービス 

をご利用頂けます 

朝
食

昼
食

夕
食

朝
食

昼
食

夕
食

1 ご自宅又は前泊地　→　お客様負担　→　各宿泊施設(泊) × × × × × ×

2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各宿泊施設(泊) 〇 × × × × ×

3 各宿泊施設　→　お客様負担　→　ご自宅又は宿泊地 〇 × × × × ×

1泊朝食付

宿泊プラン日程表日次

1泊朝食なし



ホテル名【久留米ステーションホテル】 

＜アクセス＞ホテルから会場まで 

久留米アリーナまで  車で10分 

 

＜駐車場＞ 

乗用車：40台 バス：駐車不可 別駐車場あり 

料金 ：無料  ※当日、先着順 

＜住所＞ 

福岡県久留米市中央町 2-14 

＜最寄駅＞ 

JR久留米駅より徒歩3分 

＜食事＞ 

朝食：セットメニュー 

内容：和食 

時間：6：30～10：00 

 
 

ホテル名【ハイネスホテル久留米】 

＜アクセス＞ホテルから会場まで 

久留米アリーナまで  車で5分 

＜駐車場＞ 

乗用車：350台 バス：予約制 

料金 ：1泊700円  ※当日、先着順 

※高さ制限有（縦2m10㎝以内） 

＜住所＞ 

 福岡県久留米市天神町 1-6 

＜最寄駅＞ 

西鉄久留米駅より徒歩1分 

＜無料軽朝食＞ 

提供方法：パン・ソフトドリンク等の軽食 

時間  ：7:00～10：00 

 

 

※地域共通クーポンは、1グループの旅行代金の総額 

に対して、１５％相当額となります（１００円単位 

で四捨五入し、１０００円単位で配布） 

※地域共通クーポンは、1グループの旅行代金の総額 

に対して、１５％相当額となります（１００円単位 

で四捨五入し、１０００円単位で配布） 

◆食事なしですが、ホテル提供の無料軽朝食サービス 

をご利用頂けます 



ホテル名【ホテルニュープラザ久留米】 

＜アクセス＞ホテルから会場まで 

久留米アリーナまで    車で約６分 

 

＜駐車場＞ 

乗用車：150台  バス5台 

料金 乗用車：550円/大型バス：2,850円 

マイクロバス：2,200円            

    ※バス、乗用車ともに当日着順 

＜住所＞ 

福岡県久留米市六ツ門町 16-1 

＜最寄駅＞ 

西鉄久留米駅下車 徒歩8分 

＜食事＞ 

朝食：和洋中バイキング 

時間：7：00～9：00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※地域共通クーポンは、1グループの旅行代金の総額 

に対して、１５％相当額となります（１００円単位 

で四捨五入し、１０００円単位で配布） 



 
 ≪申込・変更方法≫ 

申込書に必要事項をご記入の上、京王観光株式会社福岡支店までメール添付、ＦＡＸまたは郵送 

にてお申込ください（お手持ちの申込書の原本はお手元に保管下さい。） 

変更につきましてはお手持ちの申込書に変更部分を訂正の上、再度送信（郵送）をお願いいたします 

間違い防止のため、電話での申込・変更はいたしません 

旅行契約は当社が契約を承諾し、申込金（または旅行代金）を受領したときに成立したものとします 

 

 宿泊確認書・領収証の発行 
   ・お申込みを頂いた時点でお申込金の請求書を発送いたします 

・11月6日(金)までに日程表、旅行代金残額の請求書を発送致します 

 

 ≪取消料について【宿泊プラン】≫ 
お客様の都合で取消される場合は旅行代金に対して、お一人様につき下記料率の取消料を頂きます 

 

【宿泊のキャンセルについて】 

             旅行契約の解除日 取消料 

 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

６日目にあたる日以前の場合 無料 

５日目に当たる日以降４日目までの場合 
１４名以下  無料 

１５名以上 ２０％ 

３日目に当たる日以降2日目までの場合 ２０％ 

旅行開始日の前日の場合 ２０％ 

旅行開始日当日の場合※ ５０％ 

旅行開始後の取消、無連絡不参加 １００％ 

  ※ご宿泊当日の取消は午前12:00までに、お申し込み先まで連絡下さい 

この旅行条件書は2020年10月1日を基準としております。また、旅行代金は2020年10月1日現在 

有効な運賃、運用規定を基準として算出しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※募集型企画旅行の詳しい旅行条件は、 

当社ホームページよりご覧いただけます。 

http://www.kingtour.com/rule/stipulation_syusai.html  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合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取引に関する責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者

からの説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 

                                           

  

【お申込・お問合せ】 
京王観光株式会社福岡支店（観光庁長官登録旅行業第10号）  

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-1-1 博多新三井ビル4F  

ＴＥＬ 092-415-1514  

ＦＡＸ 092-415-1539  

Ｅ－ｍａｉｌ：m.kitagawa@keio-kanko.co.jp  

営業日 月曜日～金曜日（定休日 土、日祝日）  

営業時間 ９：００～１８：００  

総合旅行業務取扱管理者：石井 弘隆 

担当：北川 美穂・宮本 恵美子 
 

旅行企画・実施 

京王観光株式会社 福岡支店 

福岡市博多区博多駅前1-1-1 博多新三井ビル4F 

観光庁長官登録旅行業第１０号 

一般社団法人日本旅行業協会正会員 

 

Ａ２０Ｄ－０３６ 

http://www.kingtour.com/rule/stipulation_syusai.html


 

                                                

 

九州小学生バドミントンフェスティバル ｉｎくるめ 

交通機関の手配のご案内 
 

 

 

 

交通のご案内【手配旅行】 
京王観光では各種交通機関の手配が可能です。ご希望の交通機関と出発・到着時刻等をご連絡いただければ 

お手配致します。 

お得な運賃での手配が可能な場合があります。是非お問合せ下さい 

また、貸切バスの手配も賜っております 

 

 

 

≪取消料について【交通機関】 
    交通機関の取消料は運送会社の定めた取消料がかかります 

      （宿泊プランの取扱条件とは異なりますのでご注意ください） 

 

※手配旅行契約の詳しい旅行条件は、当社ホームページよりご覧下さい 

      http://www.kingtour.com/rule/stipulation_tehai.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

総合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取引に関する責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者

からの説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 

                        

                                             

【お申込・お問合せ】 
京王観光株式会社福岡支店（観光庁長官登録旅行業第10号）  

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-1-1 博多新三井ビル4F  

ＴＥＬ 092-415-1514  

ＦＡＸ 092-415-1539  

Ｅ－ｍａｉｌ：m.kitagawa@keio-kanko.co.jp  

営業日 月曜日～金曜日（定休日 土、日祝日）  

営業時間 ９：００～１８：００  

総合旅行業務取扱管理者：石井 弘隆  

担当：北川美穂・宮本 恵美子 
 

http://www.kingtour.com/rule/stipulation_tehai.html

