
 
 日本農業気象学会 2014 年全国大会 

【航空パックプランのご案内】           

この度は「日本農業気象学会2014 年全国大会」が札幌市に於いて開催されますこと心よりお喜び申し上げます。 

全国大会の開催に際し、名鉄観光サービス㈱札幌支店にて交通（宿泊を含む）のお手伝いをさていただくことになりました。   

下記ご参照の上、皆様方のご利用をお待ち申し上げております。 
 

設定日 ： ２０１４年 ３月１６発 ４泊５日／３月１７発 ４泊５日 
      ２０１４年 ３月１７発 ３泊４日／３月１８発 ３泊４日 

ご利用便・発着予定時刻 出発日 
旅行期間 

発着都市 
（空港名） 

設定ホテル 
申込 

記号 

旅行代金 

（お一人様） 往路便 復路便 

ホテルノースゲート札幌 T-１ 51,000円 羽田空港 

⇕ 

新千歳空港 ホテル京阪札幌 T-２ 51,000円 

１５：３０～１６：３０発 

▽ 

１７：００～１８：００着 

１９：３０発 

▽ 

２１：１０着 

ホテルノースゲート札幌 N-１ 54,000円 中部空港 

⇕ 

新千歳空港 ホテル京阪札幌 Ｎ-２ 54,000円 

１５：１０発 

▽ 

１６：５０着 

１９：２５発 

▽ 

２１：２０着 

ホテルノースゲート札幌 O-１ 64,300円 

４泊５日プラン 

３月１６日（日）出発 

往路：3/16発 

復路：3/20発 関西空港 

⇕ 

新千歳空港 ホテル京阪札幌 O-２ 64,300円 

１８：４０発（関西） 

▽ 

２１：５５着 

１９：４０発 

▽ 

２１：５５着（関西） 

ホテルノースゲート札幌 T-３ 56,000円 羽田空港 

⇕ 

新千歳空港 ホテル京阪札幌 T-４ 56,000円 

０８：００～０８：１５発 

▽ 

０９：３５～０９：５０着 

１９：３０発 

▽ 

２１：１０着 

ホテルノースゲート札幌 N-３ 54,000円 中部空港 

⇕ 

新千歳空港 ホテル京阪札幌 Ｎ-４ 54,000円 

０８：００発 

▽ 

０９：４０着 

１９：２５発 

▽ 

２１：２０着 

ホテルノースゲート札幌 O-３ 64,300円 

４泊５日プラン 

３月１７日（月）出発 

往路：3/17発 

復路：3/21発 伊丹又は関西

⇕ 

新千歳空港 ホテル京阪札幌 O-４ 64,300円 

０８：４５発（伊丹） 

▽ 

１０：３０着 

１９：４０発 

▽ 

２１：５５着（関西） 

ホテルノースゲート札幌 T-５ 52,500円 羽田空港 

⇕ 

新千歳空港 ホテル京阪札幌 T-６ 52,500円 

０８：００～０８：１５発 

▽ 

０９：３５～０９：５０着 

１９：３０発 

▽ 

２１：１０着 

ホテルノースゲート札幌 N-５ 48,300円 中部空港 

⇕ 

新千歳空港 ホテル京阪札幌 Ｎ-６ 48,300円 

０８：００発 

▽ 

０９：４０着 

１９：２５発 

▽ 

２１：２０着 

ホテルノースゲート札幌 O-５ 60,300円 

３泊4日プラン 

３月１７日（月）出発 

往路：3/17発 

復路：3/20発 伊丹又は関西

⇕ 

新千歳空港 ホテル京阪札幌 O-６ 60,300円 

０８：４５発（伊丹） 

▽ 

１０：３０着 

１９：４０発 

▽ 

２１：５５着（関西） 

ホテルノースゲート札幌 T-７ 52,500円 羽田空港 

⇕ 

新千歳空港 ホテル京阪札幌 T-８ 52,500円 

０８：００～０８：１５発 

▽ 

０９：３５～０９：５０着 

１９：３０発 

▽ 

２１：１０着 

ホテルノースゲート札幌 N-７ 48,300円 中部空港 

⇕ 

新千歳空港 ホテル京阪札幌 Ｎ-８ 48,300円 

０８：００発 

▽ 

０９：４０着 

１９：２５発 

▽ 

２１：２０着 

ホテルノースゲート札幌 O-７ 60,300円 

３泊４日プラン 

３月１８日（火）出発 

往路：3/18発 

復路：3/21発 伊丹又は関西

⇕ 

新千歳空港 ホテル京阪札幌 O-８ 60,300円 

０８：４５発（伊丹） 

▽ 

１０：３０着 

１９：４０発 

▽ 

２１：５５着（関西） 

【航空パックプランの設定ホテル】 
●ホテルノースゲート札幌  ： JR 札幌駅より徒歩1 分  会場まで徒歩2 分  http://www.rasso.co.jp/northgate-sapporo/ 
●ホテル京阪札幌       ： JR 札幌駅より徒歩3 分  会場まで徒歩3 分  http://www.hotelkeihan.co.jp/sapporo/ 
 
【航空パックプランのお申込方法】 
１） 表示料金には、往復の航空運賃、宿泊代、朝食代、旅客施設使用料、消費税・サービス料が含まれています。
２） 部屋タイプは全て１名１室利用（シングルルーム基本設定）となります。 



３） お申し込みは、下記申込書（ダウンロード）に必要事項をご記入の上、FAX 又は郵送にてお申込みください。 
４） 航空会社の指定はできませんので、予めご了承ください。 
５） 予約数に限度があるため、予約状況により上記時間帯以外の便、他設定ホテルのご案内をさせていただきます。 
６）  お申込いただいた方には予約内容を回答の後、予約確認書、請求書をご指定の送付先へ郵送いたします。 
 
【設定コース以外のプランについて】 
１） 上記以外の日程及び発着時刻以外のご利用も可能です。 その場合、旅行代金が変わります。  
２） お申込書の備考欄に、ご希望の内容（ご利用日程、発着空港、発着時刻）をご記入ください。 

 

 
 

■お申込書 

お申込みの方は、下記よりお申込用紙（PDF データ）をダウンロードの上、必要事項をご記入いただきＦＡＸ又は郵送にて、 

お申込みください。  

 

 

 

■お支払い方法 
申込み締め切り後に、「予約確認書」「請求書」等の書面をお送りいたします。 請求書に記載の指定の銀行口座へのお振 
込み又は、クレジットカード払いにてお支払いをお願いいたします。 
※銀行振込手数料は、お客様負担にてお願いいたします。 

 
■取消料についてのご案内 

お申し込み後、取消される場合は下記のとおり取消料を申し受けますのでご了承下さい。 
取消及び変更される場合は、トラブル防止のためFAX等の書面にてご連絡ください。 

（宿泊は１泊につき取消料が適用されます。） 

お申込期日 ： 2014年2月21日（金）

お申込用紙 （ダウンロ－ド）

         取消日 

項目 
21 日前まで 20 日～8 日前 7～2 日前 前日 当日 

無連絡不参加 

および旅行開始後 

航空パックプラン 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

※返金については取消料及び送金手数料を差し引いた上、大会終了後に返金いたします。 
 

■ご旅行条件 
１）募集型企画旅行契約 
この旅行は、名鉄観光株式会社 札幌支店（札幌市中央区北3 条西3 丁目ＮＲＥＧ北三条ビル 1 階 観光庁長官登録旅行 
業第55 号。以下「当社」といいます。）が企画・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 
（以下「旅行契約」という）を締結することになります。旅行契約の内容・条件につきましては、参加類送付の際に、詳しい 
「ご旅行条件書」を同封いたしますのでご確認いただきますようお願い申し上げます。 

 
２）旅行のお申込み及び契約成立時期 

所定の申込書にご記入いただき、FAX または郵送にてお申込み下さい。旅行契約は当社が契約の締結を承認し、申込金 
または旅行代金を受領したときに成立します。 

 
■個人情報の取扱いについて 

旅行の申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送、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、必要な範囲で当該機関及び手配代行者及び、主催者事務局に 
提出致します。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。 

 

お申し込み・お問合せ先 

■ 旅行企画・実施          

名鉄観光サービス株式会社 札幌支店  

 『日本農業気象学会2014 年全国大会』係                               

〒060-0003 札幌市中央区北3 条西3 丁目（NREG 北3 条ビル１F） 

TEL：011-241-4986 FAX：011-241-0154  営業時間：月～金（9:00～18:00）／土・日・祝日休み 

観光庁長官登録旅行業第55 号／（社）日本旅行業協会正会員 

総合旅行業務取扱管理者 ： 矢野 英則 

 

http://www.mwt.co.jp/sapporo/moushikomi.pdf

