
日本分析化学会第５８年会 

 

 

 

この度、北海道大学において「日本分析化学会第５８年会」が開催されますことをお喜び申し上げます。 

開催にあたり、宿泊・交通の手配を株式会社日本旅行北海道が担当させていただきます。 

つきましては、以下のご案内をご参照いただき、秋の大型連休シーズンですのでお早めにお申込みください。 

 

１．宿泊のご案内 

ご希望のホテルおよび客室タイプを記号で申込書にご記入のうえ、お申込みください。 

 

 

申込番号 部屋タイプ 
№ ホテル名 立地 

シングル ツイン シングル ツイン 
アクセス 

1 京王プラザホテル札幌 札幌駅 Ａ-１ Ａ-2 
\12,600

 

\10,500 JR 札幌駅南口から徒歩分 

2 札幌アスペンホテル 札幌駅 Ｂ-1 Ｂ-2 \12,500 \10,500 JR 札幌駅北口から徒歩 2分 

3 ホテルグレイスリー札幌 札幌駅 Ｃ-1 Ｃ-2 \12,500 \11,000 JR 札幌駅南口から徒歩 3分 

4 チサンホテル札幌 札幌駅 Ｄ-1 Ｄ-2 \11,500 \9,400 JR 札幌駅南口から徒歩 7分 

5 ホテルクレスト札幌 札幌駅 Ｅ-1 Ｅ-2 \10,500 \8,700 JR 札幌駅北口から徒歩 1分 

6 ホテルサンルートニュー札幌 大通公園 Ｆ-1  \10,000  地下鉄大通駅から徒歩 5分 

7 ホテル京阪札幌 札幌駅 Ｇ-1 Ｇ-2 \8,500 \7,500 JR 札幌駅南口から徒歩 4分 

8 チサンイン札幌 札幌駅 Ｈ-1 Ｈ-2 \8,400 \7,300 JR 札幌駅南口から徒歩 7分 

9 アパホテル札幌 大通公園 ｉ-1 ｉ-2 \8,300 \6,800 地下鉄大通駅から徒歩 7分 

10 ホテルルートイン札幌駅前北口 札幌駅 Ｊ-1  \7,700  JR 札幌駅北口から徒歩 2分 

11 東横イン札幌駅北口 札幌駅 Ｋ-1 Ｋ-2 \7,340 \4,830 JR 札幌駅北口から徒歩 2分 

★ 宿泊料金には、サービス料、税金、朝食代金が含まれています。 

★ 別紙申込書にご希望のホテル、部屋タイプから申込記号をご記入ください。ツインでのお申込みをご希望の方は、必ず

同室者名をご記入ください。 

★ ご希望のホテル、部屋タイプは、申込先着順で受付させていただきます。第２希望までご記入くださいますようお願い致

します。 

★ 表記以外の宿泊(延泊など)をご希望の場合は、その旨備考欄にご記入ください。 

★ とくとくプラン(航空パック旅行)で延泊する場合の 1泊あたりの代金も同様となります。 

★ 大会参加者の宿泊は㈱日本旅行北海道札幌支店(観光庁長官登録旅行業第 1674 号)が企画する募集型企画旅行で

す。

宿泊・交通 申込みのご案内 

宿泊取扱日：平成 21 年 9 月 23 日(水)・24 日(木)・25 日(金)・26 日(土) ４泊分 

9/25・9/26 宿泊は 2,000 円増 



２．航空パックのご案内 

今回の大会では遠方よりご参加される皆様のために、航空券と宿泊をパックにした航空パックを設定しております。ご希望

のホテルおよび客室タイプを記号で申込書にご記入のうえ、お申込みください。 

 代金は、羽田空港発着 9/23 出発 ２泊３日の旅行代金です。 

申込番号 3 日間基本代金 
№ ホテル名 立地 

シングル ツイン シングル ツイン 
アクセス 

1 京王プラザホテル札幌 札幌駅 Ａ-１ Ａ-2 
\64,200

 

\60,000 JR 札幌駅南口から徒歩分 

2 札幌アスペンホテル 札幌駅 Ｂ-1 Ｂ-2 \64,000 \60,000 JR 札幌駅北口から徒歩 2分 

3 ホテルグレイスリー札幌 札幌駅 Ｃ-1 Ｃ-2 \64,000 \61,000 JR 札幌駅南口から徒歩 3分 

4 チサンホテル札幌 札幌駅 Ｄ-1 Ｄ-2 \62,000 \57,800 JR 札幌駅南口から徒歩 7分 

5 ホテルクレスト札幌 札幌駅 Ｅ-1 Ｅ-2 \60,000 \56,400 JR 札幌駅北口から徒歩 1分 

6 ホテルサンルートニュー札幌 大通公園 Ｆ-1  \59,000  地下鉄大通駅から徒歩 5分 

7 ホテル京阪札幌 札幌駅 Ｇ-1 Ｇ-2 \56,000 \54,000 JR 札幌駅南口から徒歩 4分 

8 チサンイン札幌 札幌駅 Ｈ-1 Ｈ-2 \55,800 \53,600 JR 札幌駅南口から徒歩 7分 

9 アパホテル札幌 大通公園 ｉ-1 ｉ-2 \55,600 \52,600 地下鉄大通駅から徒歩 7分 

10 ホテルルートイン札幌駅前北口 札幌駅 Ｊ-1  \54,400  JR 札幌駅北口から徒歩 2分 

11 東横イン札幌駅北口 札幌駅 Ｋ-1 Ｋ-2 \53,680 \48,660 JR 札幌駅北口から徒歩 2分 

★ 宿泊に関する内容等につきましては、前頁(２頁)をご確認ください。 

★ ３日間の基本代金には往復航空券代金とホテル２泊（朝食付き）分が含まれます。 

★ 出発日、出発地により下記の調整額が必要です。 

【 羽田発： 出発地差額      0 円 出発日差額 9/24 出発の場合 -11,000 円 】 

【 仙台発： 出発地差額  －3,200 円 出発日差額 9/24 出発の場合 -11,000 円 】 

【 中部発： 出発地差額 ＋21,000 円 出発日差額 9/24 出発の場合 -12,000 円 】 

【 大阪発： 出発地差額 ＋31,000 円 出発日差額 9/24 出発の場合 -17,000 円 】 

【 福岡発： 出発地差額 ＋42,000 円 出発日差額 9/24 出発の場合 -17,000 円 】 

★ 設定便はございません。すべての便が利用できます。但し下記の航空会社・空港は除きます。 

羽田発着：エアードゥ、スカイマーク  大阪発着：伊丹空港 

 

３．変更・取消のご案内 

参加申込み後の変更・取消については、必ずＦＡＸにて日本旅行へご連絡ください。（電話対応はいたしません） 

･宿泊のみご予約の場合 (連泊のお申し込みで 1泊目が無連絡不泊の場合は、2泊目以降の予約はお取消させていただきます。) 

 

 

 

 

 不泊 当日 前日 ２日前 ３日前 ４日前 5日前 6日前 7日前 8～20 日前 

1～14 名 100％ 50％ 20％ 無料 

15～30 名 100％ 50％ 20％ 無料 

30 名以上 100％ 50％ 30％ 10％ 

9/25・9/26 宿泊は 2,000 円増 



 

･航空パックご予約の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．お申込み方法のご案内 

(１)ＷＥＢにてお申し込みの場合は、第５８年会ホームページ→宿泊→日本旅行アポロンシステムよりお申込みください。 

第５８年会用宿泊WEB：https://apollon.nta.co.jp/jsac2009/ 

(２)ＦＡＸにてお申し込みの場合は専用申込用紙より弊社あてＦＡＸをください。 

  ※電話での申し込みはご遠慮ください。 

(３)申込締切日 平成２１年９月４日(土) 

 

５．クーポン発送・お支払方のご案内 

(１)日本旅行アポロンシステムにてお申し込みの場合は、いつでも請求書をプリントアウトできますので期日までにお支払い

ください。 

(２)ＦＡＸにてお申込みの場合は、随時ＦＡＸにて請求書・確認書を送信させていただきますので期日までにお支払ください。

(請求書原本・領収書の郵送をご希望される場合は、郵送料、事務手数料として 210 円を別途申し受けます) 

(３)宿泊のみお申し込みの場合は、クーポンのお渡しはございません。ホテルチェックイン時にお名前だけでチェックインで

きます。また、ホテルの詳細は第５８年回用宿泊WEB ページよりご確認ください。 

(４)航空パックをお申し込みの方は、航空券の代わりとなるチケットレスサービスご利用案内の用紙をＦＡＸまたは郵送させ

ていただきます。また(３)同様宿泊のクーポン券はございません。 

 

６．個人情報の取扱につきまして 

 当社らは、旅行申し込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配および 

それらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 

 このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については、当社のホームページ(http://www.nta.co.jp/hokkaido/) 

をご参照下さい。 

 

７．旅行取扱 

株式会社日本旅行北海道札幌支店イベントコンベンションセンター 

「日本分析化学会第５８年会」担当：森原・川森・伊藤 

住所 〒060-0061 札幌市中央区南１条西４丁目１６番日本旅行札幌ビル４階 

ＴＥＬ：011-208-0170 

FAX：011-208-0174 

E-Mail：mice_sapporo@nta.co.jp 

営業時間：平日 9：15～17：30(土・日・祝日休業) 

取消日 

(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 
取消料 

① 21 日前に当たる日以前の解除 無料 

② 20 日前に当たる日以降の解除(③～⑦を除く) 旅行代金の 20％ 

③ 10 日前に当たる日以降の解除(④～⑦を除く) 旅行代金の 20％ 

④ 7 日前に当たる日以降の解除(⑤～⑦を除く) 旅行代金の 30％ 

⑤ 旅行開始の前日の解除 旅行代金の 40％ 

⑥ 旅行開始の当日の解除 旅行代金の 50％ 

⑦ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 


