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大会・懇親会・宿泊・エクスカーションのご案内 

この度、「第４０回 全情連大会・ＡＮＩＡ青森大会」が青森市で開催されます事を心よりお慶び 

申し上げます。今大会の参加申込み受付業務については、㈱近畿日本ツーリスト東北青森支店が担当 

させていただく事になりました。何卒宜しくお願い申し上げます。 

青森大会に関するお申込み・お支払等についての詳細を以下の通りご案内させていただきます。 

 

㈱近畿日本ツーリスト東北青森支店 

 

１．お申込み方法（大会・懇親会・宿泊・エクスカーション）          
 

（１）別紙の大会申込書に必要事項をご記入の上、国内募集型企画旅行条件書を事前に確認頂き、 

各施設又は所属先毎に参加者を取りまとめ、㈱近畿日本ツーリスト東北 青森支店あてに 

ＦＡＸ、又はＥメールにてお申込み下さい。   

お申込み受付後、７日間以内に受領確認書をＦＡＸ、又はＥメールにて送付いたします。 

 

※Ｅメールでのお申込みの場合は、個人情報保護の為パスワードによる保護をお願い致し 

ます。なお、パスワードは別メールにてお知らせ下さい。 

※電話による申込み・変更・取消等はトラブルの原因となりますのでご遠慮願います。 

※お申込書の控えとして必ずコピーを保管願います。 
 

（２）お申込み締切日   平成３０年７月３１日（火） 
 

  （３）お申込み・お問合せ先（Ｐ４にも記載しております） 
 

         ㈱近畿日本ツーリスト東北 青森支店  
       〒030-0801 青森県青森市新町 1-1-14-3F（損保ジャパン日本興亜青森ビル） 

          ＴＥＬ０１７－７２２－５５００  ＦＡＸ０１７－７７３－５１６５ 

          Ｅメール aomori@or.knt-th.co.jp 

             営業時間 月～金 9:30～17:30（土日祝祭日休み） 

       「第 40 回 全情連大会 ＡＮＩＡ青森大会デスク」 担当：加藤 
 

２．大会スケジュール ＜９月２７日（木）＞                  
 

  ■12:30～      受付開始 
 

  ■13:30～17:45  第 40回 全情連大会 ＡＮＩＡ青森大会  
ホテル青森  3 階 「孔雀の間」 参加登録料  ５,０００円 

   

■18:30～20:00  懇親会  
ホテル青森  3 階 「孔雀の間」 会  費 １０，０００円 

   

■20:15～     ２次会  
ホテル青森 18 階 セ・シボン    会  費  ５，０００円（定員３０名） 

 

※9 月 28 日(金)エクスカーションの詳細は次ページに掲載しております。 

第４０回全情連大会 ＡＮＩＡ青森大会 
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３．エクスカーションのご案内 ＜９月２８日（金）＞（募集型企画旅行）              
  参加者同士の親睦を深め、また青森での滞在をよりお楽しみ頂く為にエクスカーション（日帰り 

  ツアー）をご用意いたしました。別紙大会申込書のエクスカーション希望欄にご記入の上、上記 

  同様ＦＡＸ、又はＥメールにて㈱近畿日本ツーリスト㈱青森支店へお申込み下さい。 

        

   ■ Ａコース 三内丸山遺跡と津軽半島周遊コース 

   ■ Ｂコース 太宰治ゆかりの町 金木・五所川原と鶴の舞橋を巡る津軽コース 

   ■ Ｃコース 青森カントリークラブゴルフコース 
 

   ※各コース最少催行人員に満たない場合は、催行中止となります。催行可否は７月３１日（火） 

の締切日で判断させて頂き、中止の場合８／２０（月）までにご連絡いたします。 

   ※昼食代・ゴルフプレイ代（１２，５００円）は現地で各自お支払い下さい。 

   ※ゴルフはハンデキャップをご記入願います。また、ゴルフは青森市内の指定ホテルより 

往復送迎バスをご用意いたします。（送迎バスを利用しない方へのご返金はございません） 

■A コース 「三内丸山遺跡と津軽半島周遊コース」 （日帰り）                        

◎ご旅行代金 １３，０００円 ◎最少催行人員１５名 ◎募集人員３５名 
旅費に含まれるもの：貸切バス代・ガイド代・昼食代・見学拝観料・有料道路及び駐車代・添乗員１名同行 

日時                      行   程 

９/２８ 
（金） 

青森市内＝＝＝日本で唯一の階段国道＝＝＝＝竜飛岬＝＝＝＝ 

    ８:４５                    

＝＝白鳥亭奈良屋にて昼食とお買物（中泊メバル膳予定）＝＝三内丸山遺跡＝＝＝ 

      １２:２５                    １３:３０ 

＝＝＝青森空港＝＝＝＝＝新青森駅＝＝＝青森駅 着      

       １６:００         １６:２０      １６:４０頃          ※弘南バス利用 

食事 

× 
 

昼 
 

× 

青森県の津軽半島の最北端、津軽海峡に突き出た「竜飛岬」からの景観を楽しんだ後、新ご当地名物「中泊メバル」の 

昼食を堪能。その後、日本最大級の縄文集落跡「三内丸山遺跡」を訪れ、いにしえの時代にタイムスリップいたします。 

     

■B コース 「太宰治ゆかりの町 金木・五所川原と鶴の舞橋をめぐる津軽コース」 （日帰り）                        

◎ご旅行代金 １５，０００円 ◎最少催行人員１５名 ◎募集人員３５名 
旅費に含まれるもの：貸切バス代・ガイド代・昼食代・見学拝観料・有料道路及び駐車代・添乗員１名同行 

日時                      行   程 

９/２８ 
（金） 

青森市内＝＝＝鶴の舞橋＝＝＝津軽三味線会館・マディニー（昼食とお買物）・・・・・・ 

    ８:３０                １１:５０               

・・・太宰治記念館「斜陽館」＝＝立佞武多の館・マルコーセンター（お買物）＝＝＝＝ 

              １３:３０ 

＝＝＝青森空港＝＝＝＝＝新青森駅＝＝＝青森駅 着 

       １５:４０         １６:００      １６:２０頃          ※弘南バス利用 

食事 

× 
 

昼 
 

× 

JR 東日本の CM でも有名になった風光明媚な景勝地「鶴の舞橋」見学後、青森が生んだ文豪、太宰治のゆかりの町、

金木町を訪れ「斜陽館」と「三味線会館」を見学。その後、五所川の風物詩「立佞武多」の世界をお楽しみいただきます。 

 

■C コース 「青森カントリークラブゴルフコース」 （日帰り）                         

◎コンペ参加費 １２，０００円（送迎バス代（往復）・表彰式費用を含む） ◎最少催行人員２０名  

◎募集人員２０名 添乗員なし ※昼食代・ゴルフプレイ代（１２，５００円）は、現地で各自お支払いください。 

日時                      行   程 

９/２８ 
（金） 

青森市内＝＝＝＝青森カントリークラブ（９：０６スタート・１４:３０頃表彰式）＝＝＝ 

   ７:３０      ８：００                         １５:３０ 

＝＝＝青森空港＝＝＝＝＝新青森駅＝＝＝青森駅 着 

       １５:５０         １６:１０      １６:３０頃          ※弘南バス利用 

食事 

× 

× 

× 

青森市内から車で約３０分の「青森カントリークラブ」でのゴルフプレイ。全体的に緩やかなアップダウンの丘陵コース。

湾側に近いなだらかなむつ・十和田コースと四季を通じて景観が楽しめる八甲田コースが共に人気です。 
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４．ご宿泊のご案内（募集型企画旅行）                    
 

■今回、ご宿泊につきましては、㈱近畿日本ツーリスト東北 青森支店にて取りまとめております。 

・宿泊設定日：平成３０年９月２６日（水）・９月２７日（木）・９月２８日（金） 

・下記記載の宿泊料金は、お一人様１泊あたり・朝食付・税サービス料込・企画料込の料金です。 

・原則として先着順に受付致します。なお、満室などでご希望に添えない場合は、他のホテルへご 

案内させていただく場合もございます。予めご承知おき願います。 

・添乗員同行なし ・最少催行人員１名様 

■お申込み方法 

 Ⅰ．下記の一覧表よりご希望の宿泊施設をご選択下さい。 

 Ⅱ．別紙の大会申込書のホテル希望欄に第１希望・第２希望までご記入下さい。また、禁煙希望の 

   方は希望欄に○をご記入願います。 

   Ⅲ．大会申込書を㈱近畿日本ツーリスト青森支店へＦＡＸ、又はＥメールにてご送付下さい。 
 

 
※駐車場の料金等詳細につきましてはお客様ご自身にて各ホテルにお問合せください。 

 

５．変更・取消料について                          

 

申込後の変更及び取消はＦＡＸ又はＥメールにて、㈱近畿日本ツーリスト青森支店へご連絡下さい。 

 なお、行き違いを防ぐため、電話でのお申し出は受付できませんので予めご了承ください。 

 

大会参加費   大会参加費は、ご入金後に取消となった場合、ご返金はございません。 

 

 
懇親会・２次会 

 

取消日 取消料 

ご利用日の前日から起

算してさかのぼって 

前々日～前日まで   ５０％ 

当日又は無連絡  １００％ 
 

  エクスカーション 
     （日帰り） 

取消日 取消料 

ご利用日の前日から起

算してさかのぼって 

１０日前～８日前まで ２０％ 
７日前～２日前まで  ３０％ 

出発前日  ４０％ 
旅行当日の旅行開始前まで  ５０％ 
旅行開始後又は無連絡不参加 １００％ 

 

    宿     泊 

取消日 取消料 

ご利用日の前日から起

算してさかのぼって 

   ２０日前～８日前      ２０％ 
７日前～２日前まで ３０％ 

出発前日   ４０％ 
   旅行当日の 12:00 まで   ５０％ 
当日 12:00 以降又は無連絡不参加  １００％ 

１泊朝食付
料金（税込）

青森市堤町１－１－２３
TEL:017-775-4141
青森市新町１－９－８
TEL:017-775-2321
青森市新町１－６－１８
TEL:017-722-4321
青森市本町２－１－２６
TEL:017-775-7111
青森市橋本2－13－5
TEL:017-732-2135

あり

あり

あり

あり

ありタクシー5分⑤ ホテル２１３５ シングル ¥8,000 徒歩5分

徒歩５分

④ 青森ワシントンホテル シングル ¥8,500 徒歩10分 タクシー３分

③ 青森国際ホテル シングル ¥9,500 タクシー５分

タクシー５分

② ホテルサンルート青森 シングル ¥10,700 タクシー５分 徒歩４分

① ホテル青森 シングル ¥10,500

駐車場
部屋タイプ 会場まで

（ホテル青森）
JR青森駅から

申込番号 施設名
宿泊代金

所在地
アクセス
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６．今後の流れ・お問合せ先                         
 

（１）お申込み締切日        ７月３１日（火）必着 

 

（２）予約確認書・ご請求書発送   ８月中旬～下旬予定 

 

※予約確認書の記載内容をご確認願います。 

※請求書の記載内容をご確認の上、請求書面記載の指定口座へ指定日までにお振込み頂き 

ますようお願い申し上げます。 

（振込手数料は恐れ入りますがお客様にてご負担いただきますようお願い申し上げます） 

 

（３）大会当日 予約確認書をご持参下さい。     
 

＊詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込み下さい。 

＊旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です。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、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

 

作成基準月日：平成 30 年 5 月 22 日 承認#1595-18-050011 

■旅行企画・実施／問合せ・お申込み先■ 

株式会社近畿日本ツーリスト東北 青森支店 
 

観光庁長官登録旅行業第 1925 号 一般社団法人日本旅行業協会正会員   ボンド保証会員 
〒030-0801 青森市新町 1-1-14 損保ジャパン日本興亜青森ビル３Ｆ 

総合旅行業務取扱管理者 加藤 八峰 

TEL:017-722-5500／FAX:017-773-5165 

Ｅ-mail：aomori@or.knt-th.co.jp 
担当：加藤  営業時間：平日 09:30～17:30 土・日・祝日休業 

 

■個人情報の取扱いについて 
 

イ． 当社及び旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店）は、旅行申込の際にご提出いただいた 

個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配の為に利用させていただくほか、当社の旅行 

契約上の責任、事故等の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたし 

ます。また、旅行先でのお客様のお買物等の便宜の為、お客様のお名前及び搭乗される航空便等に係る個人 

情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人情報 

の提供についてお客さに同意いただくものとします。  

ロ． 当社は、当社が保有する個人情報を商品開発や商品案内等販売促進活動、お客様へのご連絡や対応の為に、 

当社グループ企業及び販売店と共同利用させていただきます。当社グループ企業及び販売店が共同利用する 

個人情報は以下の通りです。 

   住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス  

                                                        

ハ． 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭又はホームページでご確認 

下さい。 

 


