
 日本体育 ・スポーツ経営学会  第 3 3 回大会のご案 内  

 

拝啓 会員の皆様方におかれましては，ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて，このたび，日本体育・スポーツ経営学会第 33 回大会を九州の地，福岡教育大学に

おいて平成 22年３月 27日（土）から 29日（月）までの３日間で開催させていただく運びとなり

ました。会場となる福岡教育大学は九州唯一の教員養成系単科大学であり，博多と小倉の

中間地点にある，緑豊かな自然に囲まれた宗像市にあります。 

今回の大会では，こうした，田舎にある小さな大学という地域性を活かし， 「自然に囲まれ，

静かな環境の中で，確かな学びができる」ことを念頭に置いた上で，「『科学』としての体育・ス

ポーツ経営学の充実と発展をめざして」という大会テーマを設定し，静かな環境の中で「研究

法」をじっくりと学ぶことに主眼を置いた，実り大きい学会大会となることをめざしています。 

 そのため，学会大会の構成も，「一般研究発表」「基調講演」「シンポジウム」というシンプ

ルさを考慮した形となっています。第一に，一般研究発表は，これまでのような「経営実践領

域」で分類する方式ではなく，「研究方法」や「発表時間」などで分類する方式を採用し，各

演者の発表をじっくりと聞き，確かな議論をしながら，お互いに学んでいけるようなプログラム内容

とする予定です。第二に，基調講演では，医療，保健，介護，ソーシャルワークなどの「ヒューマ

ンサービス事業」分野における科学的研究法の動向と課題についてお話し頂き，そうした講演

内容は体育・スポーツ経営学研究の質的発展に貢献できると確信しています。最後に，シン

ポジウムでは「Evidence & Narrative-based approach から学ぶ体育・スポーツ経営学

研究法の課題と展望」というテーマを設定し，「エビデンス（科学的根拠）に基づいた体育・

スポーツ経営実践」(Evidence-Based Practice; EBP)を推進していくためには，どのような

「体育・スポーツ経営学研究法」を構築していけばよいのかについて，しっかりと議論していきた

いと考えています。 

 こうした本学会大会の企画意図が，会員の皆様方の今後の研究活動等に色濃く反映さ

れるとともに，本学会の重要な研究成果物である「体育・スポーツ経営学研究」の質的向上

にまでつながっていけば幸甚に存じます。 

最後になりましたが，こうした学会大会を引き受けるのは学会員として活動させて頂いた 20年

間を通して初めての経験ですので，会員の皆様方には宿泊や交通アクセス等を含め，いろいろ

とご不便やご迷惑をおかけすることも多々あるかとは存じますが，実行委員会委員一同，癒しと

心温まるおもてなしでお待ちしていますので，是非とも多くの会員の方々にご参加，ご発表して頂

きますよう，ご案内申し上げます。 

敬具 

 

第 33回大会実行委員会         

委員長  福岡教育大学  中西 純司 



 日本体育・スポーツ経営学会 第 33 回大会開催要項  

 

１．会期   平成 22年 3月 27日（土）～29日（月） 

 

２．会場   福岡教育大学（http://福教大.jp） 

〒811-4192 福岡県宗像市赤間文教町 1-1 

TEL&FAX：0940-35-1454（中西研究室） 

 

３．大会日程（予定） 3月 27 日（土） 12：00～    受付 ／ 開会式（12：45～） 

                    13：00～14：00 学士論文発表 

                   14：10～15：10 基調講演 

                   15：20～17：30 シンポジウム 

           3月 28 日（日）  9：00～12：30 一般研究発表 

                       ≪昼食・休憩≫ 

                   14：00～17：00 一般研究発表 

                   17：00～17：40 総会 

                   18：00～20：00 懇親会（学会賞／学会大会賞の授与） 

           3月 29 日（月）  9：30～12：00 一般研究発表 

                   12：00～12：15 閉会式 

※ 発表申込件数などによって多尐の日程・時間変更がございますのでご了承下さい。 

 

４．大会テーマとその内容：「『科学』としての体育・スポーツ経営学の充実と発展をめざして」 

１）基調講演：「ヒューマンサービス分野における Evidence 研究法の動向と課題」（仮題） 

最近，医療，保健，介護，ソーシャルワークなどの「ヒューマンサービス事業」を展開する分野に

おいては，「エビデンス（科学的根拠）に基づいた実践」(Evidence-Based Practice; EBP)が重要視さ

れるようになってきた。そのため，こうしたヒューマンサービス事業分野においては多くの科学的研

究が「定量的アプローチ」を最大の武器にするようになってきている。しかし，そうした定量的アプ

ローチだけから導出された科学的根拠を，状況や実態の異なる実践に役立てていくことには限界があ

るため，個々の事例やクライエントに対する定性的アプローチを重要視する「ナラティブ（物語・対

話）に基づいた実践」(Narrative-Based Practice; NBP)を推進していく動きもある。こうした EBP

や NBP などの研究法の動向と課題についてお話し頂く。 

２）シンポジウム：「Evidence & Narrative-based approach から学ぶ 

体育・スポーツ経営学研究法の課題と展望」 

    本シンポジウムでは，上記の基調講演を受けて，「スポーツをめぐる人間的な相互作用」を基調とす

る「体育・スポーツ経営」実践においてはどのような体育・スポーツ経営学研究法を構築していけば

よいのかといった視座から，その課題と展望について議論していきたい。 

 

５．参加申込 

 １）申込方法： 同封の「大会参加申込書（別紙）」に必要事項を記入の上，FAX，郵送または Eメー

ルにて 2 月 28日（日）までに大会事務局へ提出する。 

 ２）大会参加費： 正会員 → 6,000円    学生会員 → 3,000 円 

          臨時一般会員 → 6,000 円  臨時学生（院生・学部生）会員→ 4,000円 

 ３）懇 親 会：  会費： 5,000 円（ただし，大学院生と学部学生は 3,000円） 

 ４）振 込 先： 大会参加費，懇親会費（参加者のみ）は，3 月 3 日（水）までに下記口座にお振込

みください。また，大会不参加で大会号のみの送付を希望される方も，同日までに 2,000

円をお振込みください。 

           ●銀行名：福岡銀行 赤間支店 

  ●口座番号：６７２６９７  ●普通預金 

          ●口座名称：日本体育・スポーツ経営学会第 33回大会 代表 中西純司 

 

http://福教大.jp/


６．研究発表の申込 

 １）一般研究発表（学生研究発表も含む） 

    体育・スポーツ経営に関する研究，もしくは学士論文（正会員である指導教員が推薦したもの

に限る）であり，研究の完結しているものに限ります。発表形式は口頭発表で，①「発表時間 15

分，質疑応答 5分の合計 20分」コース，②「発表時間 30分，質疑応答 10分の合計 40分」コー

スのいずれかを，発表者が研究内容の量と質を考慮した上で自由に選択・決定してください。た

だし，学士論文の場合は質疑応答の時間は設けず，質疑応答の時間を座長からのコメントの時間

に代えさせて頂きます。 

なお，大会号原稿，学会大会当日の発表補足資料等については，演者の許可を得た上で，本学

会ＨＰ上に掲載（公開）いたします。 

 

 ２）申込方法など 

  ①発表資格： 平成 21 年度会費及び大会参加費を納入済みの正会員・学生会員，または大会参加

費を納入済みの臨時会員 

  ②申込方法： 「大会参加申込書（別紙）」に必要事項を記入の上，FAX，郵送または E メールにて，

2月 28日（日）までに大会事務局へ提出してください。 

 ③大会号原稿： 研究の概要を「学会大会号原稿作成要領（別紙）」に従って作成し，3月 3日（水） 

までに大会事務局に提出してください。上記期日までに必着でお願いいたします。 

  ④その他： 発表補足資料はできるだけ用意してください。部数は 100部，発表の 30分前までに 

        発表会場受付に提出してください。発表では，パワーポイントとビデオを使用するこ 

とが可能です。 

 

 ３）大会までのスケジュールと会費等一覧 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

７．学会大会賞の選考について 

 本大会では，若手（35 歳以下）の貴重な研究発表が学術誌（「体育・スポーツ経営学研究」等）への

投稿論文となっていくことを願って，学会大会初の試みとして「学会大会賞」を設けました。学会大会

賞の選考は，若手による一般研究発表すべてを対象とし，別途規程に従って行います。なお，学会大会

賞受賞者には，ささやかではありますが，第 33回大会実行委員会より賞状と記念品を授与します。 

 

８．その他 

 １）大学がある宗像市付近は宿泊施設が尐ないので，大会事務局の方で交通手段や宿泊施設等を確保

していますので，必要とされる方は別紙「宿泊・交通申し込みのご案内」をご参照頂き， FAXか

メールにて（株）タビックスジャパン福岡支店（吉富・浦野）までお早めにご予約ください。 

 ２）小倉駅・博多駅から大学までは電車で 40分ほどかかります。 

 ３）所属長宛の派遣依頼が必要な方は，同封の派遣依頼をご使用ください。また，大会参加費等の領

収証が学会大会以前に必要な方は，その旨，事務局まで連絡をいただければと思います。 

 

 

 第 33回大会事務局：   福岡教育大学 （保健体育講座：中西純司） 

           〒811-4192 福岡県宗像市赤間文教町 1-1 

TEL/FAX 0940-35-1454  E-mail: junjin@fukuoka-edu.ac.jp 

★大会までのスケジュール ★会費等一覧

事項 締切日 正会員 6,000円

大会参加申込 学生会員 3,000円

学会発表申込 臨時一般会員 6,000円

大会号送付申込 臨時学生会員 4,000円

大会号原稿提出 大会号送付希望者 2,000円

大会参加費納入 一般 5,000円

懇親会費納入 大学院生・学生 3,000円

大会号購入

大会参加費

懇親会

２月２８日（日）

３月３日（水）

mailto:junjin@fukuoka-edu.ac.jp


日本体育・スポーツ経営学会 第 33回大会参加申込書 
 

 記入欄に必要事項を記入の上，平成22年2月28日（日）までに第33回大会事務局に，ＦＡＸ，郵送または 

E-mailにてお送りください。 

  ＜第 33回大会事務局＞ 

   〒811-4192 福岡県宗像市赤間文教町 1-1 福岡教育大学 保健体育講座 中西 純司 

       TEL/FAX 0940-35-1454   E-mail: junjin@fukuoka-edu.ac.jp 

 

氏 名
ふ り が な

 
 

所 属  

会員種別 

（   ）正会員  （   ）学生会員 

（   ）臨時会員（一般） （   ）臨時会員（大学院生・学部学部学生） 

連絡先 

自宅・勤務先 

（いずれかに○） 

〒 

住所                                   

TEL                                   FAX                 

E-mail： 

大会参加の有無 

（   ）参加する 

（   ）参加しない → （   ）大会号の送付を希望する 

                     ↓ 

        ＊3/3までに指定の口座へ大会号代金2,000円をお振り込み下さい。 

研究発表 

（   ）発表する   （   ）発表しない 

  ↓ 

（   ）一般研究発表 （   ）学士論文発表 → 推薦会員名(指導教官名) 

（   ）35歳以下の場合は○印を入れてください。 

                                     

 ＜発表者の方は下記も記入ください＞ 

◆発表テーマ：                             

 

◆発表時間： （  ）①15分コース  （  ）②30分コース 

◆研究方法： （  ）質的研究    （  ）量的研究   （  ）その他 

◆使用機器： （  ）パワーポイント （  ）ビデオ 

 ◆原稿のＨＰへの掲載（公開） 

    １．大会号原稿：  （  ）許可する  （  ）許可しない 

    ２．発表補足資料： （  ）許可する  （  ）許可しない 

懇親会 （   ）参加する   （   ）参加しない 

mailto:junjin@fukuoka-edu.ac.jp


 

 

 学会大会号原稿作成要領  

 

１．印  刷        メールでファイル提出された場合は大会事務局が白黒モードで印刷し，郵送で提出された

場合は元原稿を，それぞれ直接オフセット印刷します。 

２．原稿用紙 Ａ４用紙をタテ長，横二段組で使用し，原稿２枚にまとめてください。 

３．文字・余白  ワープロ印刷とする。余白は，上25mm，下25mm，左右ともに20mmとします。 

ファイル提出の場合は上記書式でMSWORDもしくは一太郎で作成してください。 

４．演題・氏名等  ①演題は最上段の１行目または２行目を使用し副題がある場合は行を改めてください。 

②演題文字は，拡大文字を使用してください。 

         ③演者氏名と共同研究者氏名は４行目と５行目を使用し，所属機関は（ ）            

に入れ，演者氏名の前に○印をつけてください。 

５．キーワード      ６行目に２～５語記入してください。 

６．本  文        ①１ページ目の本文は７行目から書きはじめてください。 

          ②１ページ目の本文の字数は 26字×88行で 2,288字以内です。 

          ③２ページ目の本文の字数は26字×94行で 2,444字以内です。 

          ④二段組みで記入してください。 

⑤図表や写真などを使用する場合でも，必ず本文枠内に収めてください。 

７．原稿の構成      目的，方法，結果，考察，結論など，なるべく項目別にまとめ，研究として完結させてく

ださい。 

８．図表及び写真  図や表は原稿用紙に直接作成するか，白紙または薄青色の方眼紙に作成して原                    

稿用紙に貼りつけてください。白黒印刷されますのでファイル提出の方は書式設定にご注

意ください。 

９．提出形式    大会事務局へ電子メールにファイル添付して送るか，白色Ａ4 用紙に印刷した原稿を郵送

する。郵送の場合は原稿を折らずにお送り願います。 

10．大会号の掲載  大会号原稿，学会大会当日の発表補足資料は演者の許可を得た上で，本学会のＨＰ上に掲

載（公開）いたしますので，ご了承ください。 

 

11．提出期限   平成22年3月 3日(水) 必着 ＜＜期限をお守りください＞＞ 

 

■提出先■ 

   〒８１１－４１９２ 

   福岡県宗像市赤間文教町 1-1 福岡教育大学 中西研究室内 

       日本体育・スポーツ経営学会 第 33回大会事務局 宛 

        E-mail: junjin@fukuoka-edu.ac.jp 

 

 

記 入 例 

 

mailto:junjin@fukuoka-edu.ac.jp


【会場までのアクセス】 

   国立大学法人 福岡教育大学 （http://福教大.jp） 

    大学所在地： 〒811-4192 福岡県宗像市赤間文教町１－１ 

    電話番号： （0940）35-1212（インフォメーション） 

 

 ●ＪＲ利用の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊ 博多方面から快速電車の場合：JR 鹿児島本線上り（小倉方面）に乗車し，「赤間駅」 

                で普通電車に乗り換え後，１駅で「教育大前駅」下車 

 ＊ 小倉方面からお越しの場合：JR 鹿児島本線下り（博多方面）の普通電車しか「教育 

                大前駅」には止まりません。 

 

 ●西鉄バス利用の場合 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○印の２６番が共通講義棟です。 

  ★ ご注意 ★ 時間帯によっては周辺道路が渋滞します。目安としてご覧下さい。 

気をつけてお越し下さい。 

http://福教大.jp/


日本体育・スポーツ経営学会第３３回大会　ご参加の皆さまへ

【宿泊・交通申込みのご案内】

3/26（金） 3/27(土） 宿泊ブロック

¥7,000 ¥7,500 １０部屋

3/26（金） 3/27(土） 宿泊ブロック

¥6,500 ¥7,000 50部屋

3/26（金） 3/27(土） 宿泊ブロック

¥6,000 ¥6,500 15部屋

3/26（金） 3/27(土） 宿泊ブロック

¥5,500 ¥6,000 30部屋

3/26（金） 3/27(土） 宿泊ブロック

¥7,000 ¥7,500 20部屋

　（例1） 羽田発 　（例2） 仙台発

03/26　羽田→福岡（航空機）　（博多駅周辺／宿泊） 03/26　仙台→福岡（航空機）　（博多駅周辺／宿泊）

03/27　（ホテルパールシティ黒崎／宿泊） 03/27　（ホテルクラウンパレス北九州／宿泊）

03/28　（ホテルパールシティ黒崎／宿泊） 03/28　（ホテルクラウンパレス北九州／宿泊）

03/29　福岡→羽田（航空機） 03/29　福岡→仙台（航空機）

　（例3） 羽田発 　（例4） 伊丹・関西発

03/27　羽田→福岡（航空機）　（博多駅周辺／宿泊） 03/27　伊丹（関西）→福岡（航空機）　（博多駅周辺／宿泊）

03/28　（博多駅周辺／宿泊） 03/28　（博多駅周辺／宿泊）

03/29 　福岡→羽田（航空機） 03/29　福岡→伊丹（関西）（航空機）

　（例5） 羽田発 　（例6） 名古屋発

03/27　羽田→福岡（航空機）　（博多駅周辺／宿泊） 03/26　名古屋→福岡（航空機）　（博多駅周辺／宿泊）

03/28　（ホテルルートイン若宮／宿泊） 03/27　（赤間ステーションホテル／宿泊）

03/29　福岡→羽田（航空機） 03/28　（赤間ステーションホテル／宿泊）

当日（旅行開始前） ご旅行代金の50%
旅行開始後又は無連絡不参加の場合 ご旅行代金の100%

【お得パックの取消・変更手数料金は以下のようになります】

取消し日（旅行開始日の前日から起算） 取消手数料・変更手数料
20日前～8日前 ご旅行代金の20%
7日前～3日前 ご旅行代金の30%
2日前～前日

2泊3日の旅行代金：￥37,000 2泊3日の旅行代金：￥35,000

3泊4日の旅行代金：￥46,500

2泊3日の旅行代金：￥41,000 03/29　福岡→名古屋（航空機）

ご旅行代金の40%

※博多駅周辺ホテル（ホテル例）／サンライフホテル・コートホテル博多駅前・ホテル法華クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルコムズ福岡・ホテルスカイコート博多など多数ございます。

3泊4日の旅行代金：￥46,000 3泊4日の旅行代金：￥59,800

【黒崎駅周辺】　●JR黒崎駅より徒歩２分　※JR黒崎駅ーJR教育大前（6駅／所要時間25分）
ホテル名

【航空機（往復）＋宿泊　お得パック】　お申込は02/26（金）までとなります。

部屋タイプ 3/28（日）
シングル ¥5,500ホテルパールシティ黒崎

●宿泊のみ利用方：取消手数料がかかる場合がございます。ご注意下さい。

093-631-1111 

ホテルクラウンパレス北九州 シングル ¥7,000

093-631-7711 

ホテル名 部屋タイプ 3/28（日）

【黒崎駅周辺】　●JR黒崎駅より車で５分

　●送迎バス付き　　3/27　（17:30／教育大学発）→ホテル　3/28　（08:00／ホテル発）→教育大学

【教育大周辺】　●九州道・若宮IC目の前。教育大学までは車で15分

大浴場完備
0949-52-0023 

ホテルルートイン若宮 シングル ¥6,500
ホテル名 部屋タイプ 3/28（日）

¥7,000

092-473-7111 

¥6,000

●下記宿泊代金は【1泊朝食付き】サービス料・消費税込みのお一人様１泊の料金です。

ホテル名 部屋タイプ 3/28（日）
【博多駅周辺】　●博多駅[筑紫口]から徒歩2分　※JR博多駅ーJR教育大前（9駅／所要時間35分）

【教育大周辺】　●ＪＲ　赤間駅より徒歩１分  ※JR赤間駅ーJR教育大前（6駅／所要時間25分）

サンライフホテル1 シングル

ホテル名 部屋タイプ 3/28（日）

0940-32-0400 

赤間ステーションホテル シングル



日付 発着地 便名 航空会社 フライトスケジュール
3/26（金） 羽田／福岡 337 JAL 17:00／18:55

341 JAL 18:05／20:00
349 JAL 20:00／21:55
259 ANA 16:00／17:50
265 ANA 18:00／19:55
267 ANA 19:00／21:00

3/27（土） 羽田／福岡 311 JAL 08:05／10:05
313 JAL 08:30／10:30
241 ANA 07:20／09:15
243 ANA 08:30／10:30

3/26（金） 仙台／福岡 3538 JAL 16:05／18:15
798 ANA 12:30／14:;40

3/27（土） 仙台／福岡 3182 ANA 08:25／10:35
3/26（金） 名古屋／福岡 229 ANA 17:00／18:25

231 ANA 18:20／19:50
235 ANA 19:05／20:30
239 ANA 20:30／21:55

3/27（土） 名古屋／福岡 1831 ANA 07:25／09:00
213 ANA 08:00／09:25
217 ANA 09:00／10:30

3/26（金） 伊丹／福岡 2059 JAL 17:05／18:25
2061 JAL 20:15／21:30
427 ANA 17:30／18:45
1679 ANA 19:40／21:00

3/27（土） 伊丹／福岡 2051 JAL 07:40／08:55
421 ANA 08:00／09:15

関西／福岡 2561 JAL 09:00／10:15

日付 発着地 便名 航空会社 フライトスケジュール
3/29（月） 福岡／羽田 326 ＪＡＬ 14:25／15:55

328 ＪＡＬ 15:25／16:55
334 ＪＡＬ 17:05／18:35
336 ＪＡＬ 18:15／19:45
256 ＡＮＡ 14:10／15:40
258 ＡＮＡ 15:15／16:45
260 ＡＮＡ 16:25／17:55
268 ＡＮＡ 19:15／20:45

3/29（月） 福岡／仙台 3537 ＪＡＬ 16:45／18:25
799 ＡＮＡ 15:15／16:55

3/29（月） 福岡／名古屋 1832 ＡＮＡ 14:10／15:30
1834 ＡＮＡ 15:00／16:20
230 ＡＮＡ 17:15／18:25
232 ＡＮＡ 18:30／19:40
236 ＡＮＡ 19:30／20:40

3/29（月） 福岡／伊丹 2058 ＪＡＬ 15:30／16:40
2060 ＪＡＬ 19:00／20:05
1680 ＡＮＡ 16:15／17:25
430 ＡＮＡ 19:25／20:35

福岡／関西 2566 ＪＡＬ 15:15／16:20
1706 ＡＮＡ 16:20／17:20

日付 発着地 利用便 会社 スケジュール
新大阪/教育大前 のぞみ ＪＲ 全便

全日程
教育大前/新大阪 のぞみ ＪＲ 全便

　先得・旅割は（ご搭乗日の２８日前まで）のご予約となります。　受付は搭乗日の２ヶ月前より可能です。
　スーパー先得・先得・スーパー旅割・旅割の座席が満席又は予約期限を過ぎている場合は特割７・特割１又は
　変更可能な割引チケットのご案内となります。　詳しい料金・空席状況等はお問い合わせ下さい。
　●お得な（往復航空券＋ホテル）のパッケージのご予約は２／２６（金）まで受付可能です。

取消日に関わらず、手数料（￥420）及び運賃に対し約50％相当額の
スーパー先得・先得・スーパー旅割・旅割

【JRのご案内】　●JR発券は予約完了後、即日に行います。

路線区分の設定により異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。その他

￥15,100～ ￥26,000～

　お申込はスーパー先得・スーパー旅割は（ご搭乗日の４５日前まで）のご予約となります。

￥26,000～

￥26,000～
￥17,100～ ￥26,000～

￥20,000～
￥20,000～

￥13,000～

【復路】
料金(変更不可） 料金（変更可能）

￥21,900～ ￥31,000～
￥12,800～

￥18,100～ ￥26,000～
￥17,100～ ￥26,000～

￥22,000～
￥22,000～
￥22,000～

￥12,500～

※変更不可の航空券はスーパー先得・先得・スーパー旅割・旅割の運賃となります。

￥26,000～
￥17,100～ ￥26,000～
￥21,900～ ￥31,000～

￥22,000～

￥26,000～
￥26,000～
￥31,000～

￥15,100～

￥22,000～
￥20,000～
￥20,000～
￥20,000～

￥22,000～

￥12,800～ ￥22,000～
￥22,000～

出発時刻を過ぎた場合 ¥5,750

￥22,000～
￥14,300～ ￥22,000～
￥13,500～

取消し日／区間（片道）

¥1,930

￥14,300～

¥850

【ＪＲ券の取消手数料金は以下のようになります】

取消し日／区間（片道）

￥11,500～

取消手数料を航空券１枚ごとに申し受けます。

【航空券の取消手数料金は以下のようになります】　●航空券の発券は予約完了後、3日以内となります。

￥26,000～
￥26,000～
￥26,000～
￥26,000～
￥26,000～

￥20,000～

￥22,000～

￥31,000～
￥31,000～
￥22,000～

●発券後の変更・取消の場合は、取消料・変更手数料の対象となります。

料金
¥14,830

¥14,830

ご乗車日の2日前まで
ご乗車日の1日前～当日（出発前）

￥18,100～
￥15,100～
￥18,100～

￥13,300～

￥26,000～

￥26,000～
￥26,000～

￥23,100～
￥15,100～

￥12,000～

￥14,300～

￥17,100～

￥20,000～

￥14,400～
￥14,400～
￥14,400～

￥18,100～

￥13,500～ ￥20,000～

￥12,500～

￥21,900～
￥21,900～
￥21,900～

￥13,300～
￥13,300～
￥13,300～

￥12,500～

￥22,100～
￥15,100～
￥20,100～

【往路】
料金(変更不可）

￥15,100～
￥20,100～

（航空券のご利用案内）

料金（変更可能）

￥20,000～
￥20,000～
￥20,000～

￥12,500～ ￥20,000～
￥11,500～ ￥20,000～

￥11,500～
￥11,500～
￥11,500～



申込書
（ＦＡＸ：０９２－４７１－１０２９)

又はE-mailでsales2.fukuoka@tabix.co.jp

ふりがな

お名前 年齢 才

ふりがな

ご住所

連絡先 ＦＡＸ

連絡先（携帯電話）

メールアドレス

往路 　　月　　　　　日 便名 出発時間

復路 　　月　　　　　日 便名 出発時間

往路 　　月　　　　　日 （希望出発時間）　　　　　　～ 出発地

復路 　　月　　　　　日 （希望出発時間）　　　　　　～ 出発地

宿泊日

宿泊日

宿泊日

航空券又はJR券代金：　　　　　　　　　　　　　

宿泊代金：　　　　　　　　　　　　　

合計代金：　　　　　　　　　　　　　

【お振り込み先】　

　福岡銀行　博多駅東支店（普）1977979　（株）タビックスジャパン福岡支店

※誠に恐れ入りますが、振込手数料は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。

　また、振込金受領書をもって当社の領収書と代えさせていただきます。

【旅行代金】　航空券・ＪＲ券・宿泊の申込期限は　2/26（金）　までとなります。

3月26日

3月28日

希望ホテル

希望ホテル

3月27日

希望ホテル

【宿泊】

航空機利用

ＪＲ利用

観光庁長官登録旅行業第197号
株式会社タビックスジャパン　福岡支店

福岡市博多区博多駅南1-2-3KDX博多駅ビル7Ｆ
ＴＥＬ：092-451-2500
ＦＡＸ：092-471-1029

営業時間／9:00～17:45
定休日／土・日・祝祭日

E-mail：sales2.fukuoka@tabix.co.jp
総合旅行業務取扱管理者：浦野宏道　担当：浦野宏道・吉富小夏


