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平成 29年 1月 吉 日

堀場製作所OB会 代表幹事 酒井 俊英

阿蘇研修旅行の御案内

会員の皆様におかれましては、ますますご清栄の段お慶び申し上げます。

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今年、堀場 OB会は満 20周年の節目を迎え、少し豪華な研修旅行を計画しました。

阿蘇研修旅行を下記の要領にて実施しますので奮ってご参加願います。

言己

・開催 日時 平成 29年 2月 24日 (金)～ 2月 26日 (日 )2泊 3日

・集合時間 平成 29年 2月 24日 8時 40分

・集合場所 伊丹空港 北ターミナル lF出発 JALカ ウンター

(京都駅か ら伊丹空港までバスで、55分かか ります。5項参照ください。

朝が早いのですが、遅れないようにお願い致 します )

・行先 堀場エステック阿蘇工場、阿蘇内牧温泉、湯布院、別府

・徴収金額 55,000円 (堀場エステック到着時に集金します )

(OB会補助約 5,000円 、総額約 60,000円 )

・解散 :2月 26日 (日 )17時  新大阪駅

・費用に含まれているもの

旅行会社への料金、3日 目のタクシー・入場料、1日 目～3日 目の昼食

宿泊のホテルは、1泊 2食付きです

・費用に含まれていないもの

集合場所までの交通費、解散後の交通費、嗜好品、その他買い物

出欠 : 同封の「出欠連絡はがき」に、出欠を記入の上、1月 30日 (月 )までに投函頂

きますようお願い申し上げます。

世話人 :森山晶成 080-53560983、 三橋泰夫 090-3849-1395

荘雪チ|夕≧夢t090-5965-0389



一魔

1.注意事項

①ホテルについて

部屋割りは、幹事一任とさせて頂きます。 (女性用もあります)

参加者には、締め切り後、詳細を連絡致します。

出席連絡いただいた方が都合により出席できなくなった時は、下記料金をいただきます

のでご承知おきください。

したがってキャンセルの場合速やかに電話連絡願います。

・前日の 20日 前 8日前 20%(2月 4日 ～2月 15日 )

・前日の 7日 前 1日 前 30%(2月 16日 ～2月 22日 )

・前日 40%(2月 23日 まで)

・当日 50%

・開始後 100%

②阿蘇工場見学について

・見学の際、セキュリティが厳しく決められていますので、不用意に他の部屋へ入る

ことがないようにお願いします。

・喫煙スペースは所定の場所でお願いします。

3.出欠連絡はがきの記入内容

①ご出席 0ご欠席  (どちらかに○を)

②会員情報の確認 (変更連絡のあった方のみ)

OB会に登録された情報の確認を行っていただき、もし間違いがあれば、「出欠連

絡はがき」の会員情報変更欄に項目と正しい内容を記載してください。

4.連絡先

・堀場エステック阿蘇工場 096-2792921
・阿蘇ホテル 1番館 2番館 0967-320525
0花菱ホテル       097722-12H

5.リ ムジンバス時刻

京都 7:20 → 伊丹空港 8:10

京都 7:40 → 伊丹空港 8135

以 上

登録会員情報 (変更連絡のあった方のみ記載しています)



ご旅程表

ご旅行先方面

艇琳
」TB西日本 京都支店
TEL: 075--365--7723

支 店 長 :森 口 浩 紀

総合旅行業務取扱管理者:島 田 克 己

担 当 者 :ノ1ヽ 西 康 介

作  成  日:2017年 01月 12日

九州 ご参加人員 20名様

日次 月日輛勤 予定

1

2月 24日

(金)

■小型バス 1台

」AL2385

伊丹空港 
―

   「h 熊本空港       堀場エステック阿蘇工場

10:00  11:10《 自由昼食》12:30  13:00   《見学》  15:10

阿蘇ホテルー番館 (内牧 `赤水温泉)

16:00頃

阿蘇ホテルー番館

TEL:0967-32-0008

2
2月 25日

(Ii二)

花菱ホテル

16:30頃

花菱ホテル

TEL:0077-22-1211

■小型バス 1台

ホテル ===== 大観峰展望台       鍋ケ滝 摯====
9:00         9:25   《事見ブ七》 10:10    10:50 《増見光》  11:20

===== レス トハウスやまなみ       湯布院 事====
12:20  《ご昼食》  13:10  14:00《 自由散策》15:30

3
2月 26日

(日 )

新大阪

17:01

ホテル …………… 房1府 自由散策 …………… 別府駅

9:00                                    13:00頃

ソニック34号           のぞみ38号

lll府駅        小倉

13:20        14:37   14:49

旅行期間 2017年 2月 24日 (金)～  2017年  2月 26日 (日)2泊 3日 (旅館・ホテル 2泊、船・車中 泊)

●記入例/」 R===舟
―

私鉄‖‖計 バス===船 ～～～ ケーブルカー
ー
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