
 

 第８回地域共生ホーム全国セミナーｉｎとやま  

 

参加登録・懇親会・宿泊プランのご案内 

 

開催期日 ： ２０１７年９月２３日（土）～２４日（日） 

開催会場 ： 富山国際会議場 大手町フォーラム（富山県富山市） 

 

会場までの交通 ： 

①ＪＲ富山駅よりお越し頂く場合  

＜バス＞「城址公園前」下車 徒歩 3分、＜徒歩＞城址大通りを南へ約 15分、 

＜市内電車（セントラム）＞約 7分「国際会議場前」下車 

②富山きときと空港よりお越し頂く場合 

＜タクシー＞約 20分、＜バス（空港連絡バス）＞「総曲輪（そうがわ）」下車 徒歩 2分 

 

～～～ご挨拶～～～ 

「第８回地域共生ホーム全国セミナーｉｎとやま」が富山市で開催されますことを心よりお喜び申し上げます。皆様の各種お

申込みの受付をＪＴＢ東北 ＭＩＣＥ事業部が担当させていただくことになりました。社員一同、全力をあげて準備いたす

所存でございます。多数のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

(株)ＪＴＢ東北 ＭＩＣＥ事業部 

事業部長  谷地田 和成 

 

１．参加登録 

 

参加登録料 お一人様 ９，０００円（当日資料代含む） 

 

①参加ご希望の方は、添付の「申込書」に必要事項をご記入の上、JTB東北 ECデスクあてに 

２０１７年８月２１日（月）必着で FAX、E メール（tohoku-ec@jbn.jtb.jp）または郵送でお送り下さい。 

なお、締切日前に定員に達した場合は、その時点で締め切りとさせていただきますので、お早目にお申し込み下さい。 

参加申込書は、宿泊プランの申込書も兼ねていますので、参加登録と同時に申し込みをお願いいたします。 

 

②セミナー参加券等の送付・参加費／旅行代金等の振込みについて 

セミナー参加券・予約確認書・請求書類は 8月２８日（月）から随時、各申込代表者宛にお送り致します。 

内容を確認の上、請求書に記載の期日までに弊社指定口座へお振込み下さい。 

※振込手数料は、お客様負担にてお願いいたします。 

 

●参加申込後のキャンセルや大会当日欠席の場合、参加費の返金はいたしません。但し、大会終了後「大会参加券」を 

事務局にご送付いただければ、資料を送付いたします。 

 

※お申込みお一人様につき、参加登録業務代行費として別途５００円（税込）を申し受けます。 

 

参加登録料は、大会事務局に代わって弊社が代行収受いたします。 



２．懇親会 

 

期 日：2017年 9月 23日（土） 

場 所：ホテルグランテラス富山 ３階 薫風の間 

料 金：７，０００円 

定 員：先着３００人 

 

●懇親会参加ご希望の方は、申込書の懇親会の欄に○印をご記入ください 

 

料金は、大会事務局に代わって弊社が代行収受いたします。 

 

３．宿泊プラン（ＪＴＢ東北との募集型企画旅行契約となります） 

 

本セミナー参加者用に下記ホテルの宿泊プランを御用意しております。旅行条件書(要約)をご確認の上、ぜひお申込みください。 

■宿泊プラン設定日：２０１７年９月２２日（金）・２３日（土）・２４日（日）の３泊分 

■旅行代金：１泊朝食付・税金・サービス料込  おひとり様あたりの金額（単位：円）  最少催行人員：１名様 

※ツインの旅行代金は、ツインルームを２名様でご利用の場合のおひとり様あたりの金額です。 

※ご希望は先着順にて承ります。（第 2希望まで必ずご記入ください） 

※先着順にて承りますが、第 2希望でもご案内ができない場合には、ご相談の上で希望以外のホテルをご案内させていただく場合がございます。 

※添乗員は同行いたしません。お申込後にお送りする「宿泊確認書」を宿泊施設フロントにてお渡しください。 

※特別設定代金のため、朝食が不要の場合でもご返金はできません。個人勘定およびこれに伴うサービス料と諸税は各自ご清算願います。 

※禁煙ルームが満室の場合は、喫煙ルームの消臭対応をご案内する場合がございます。その場合は事前にご連絡致します。 

 

ホテル名 番号 部屋タイプ 

旅行代金（お１人様） 
富山駅からホテルへ 

ホテルから会場へのアクセス 
９／２２ 

(金) 

９／２３ 

(土) 

９／２４ 

(日) 

富山エクセルホテル東急 

① シングル禁煙 18,300 15,100 14,000 
ホテル：富山駅徒歩約 2分 

会場：路面電車 6分 
② ツイン禁煙 16,200 13,500 12,400 

③ ツイン禁煙１名利用 30,200 24,800 22,600 

剱の湯ドーミーイン富山 

④ シングル禁煙 13,000 15,000 10,500 

ホテル：富山駅徒歩約 15分 

会場：徒歩約２分 

⑤ ツイン禁煙 10,500 11,500 9,000 

⑥ ツイン禁煙１名利用 17,000 19,000 13,000 

⑦ ツイン喫煙 10,500 11,500 9,000 

⑧ ツイン喫煙１名利用 17,000 19,000 13,000 

富山マンテンホテル 
⑩ シングル禁煙 8,800 設定なし 8,800 ホテル：富山駅徒歩約 10分 

会場：徒歩約 10分 ⑪ シングル喫煙 8,800 設定なし 設定なし 

ダイワロイネットホテル富山 

⑫ シングル禁煙 10,100 
ホテル：富山駅徒歩約 15分 

会場：徒歩約５分 
⑬ ツイン禁煙 9,100 

⑭ ツイン禁煙１名利用 13,500 

 

日次 行程 食事 

１ ご自宅または前泊地、または各地→（各自移動、お客様負担）→各宿泊施設 朝：× 昼：× 夕：× 

２ 各宿泊施設→（各自移動、お客様負担）→ご自宅または次泊地、または各地 朝：○ 昼：× 夕：× 



４．変更・取消について 

変更・取消の場合はお早めに FAX、メールにてご連絡下さい（電話での変更・取消はお受けできません）。 受付はＪＴＢ東北ＥＣデスク営業時間内とさせて 

いただきます。お申込み後の取消（契約解除）は、下記の取消料を申し受けます。下記取消料を差し引いた残金を後日ご返金いたします。 

※参加費については、お申込み後のご返金はできませんのでご了承下さい。 

・宿泊プラン（募集型企画旅行契約） （取消日＝ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）   

8日前までの解除 7日～2日前の解除 前日の解除 当日の解除*右記除く 
旅行開始後、 

無連絡（不泊） 

無料 旅行代金の 20% 旅行代金の 40% 旅行代金の 50％ 旅行代金の 100％ 

 

・参加者交流会（募集型企画旅行契約には該当しません） 

実施日の 3日前までの解除 実施日の 2日前以降の解除 

無料 代金の 100% 

 

５．個人情報の取扱いについて 

当社は今セミナー申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡に利用させていただくほか、お申込みいただ

いた宿泊機関等の提供するサービス受領のための手続きに必要な範囲内でのみ利用させていただきます。あわせて、情報共有の為に事務局に

提出させていただきます。それ以外の目的で利用することはございません。 

６．お申込み・お問い合わせ先（受託販売） 

観光庁長官登録旅行業第 64号 ㈱ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰ代理業／東京都知事登録旅行業者代理業第 10718号 

㈱JTB ビジネスネットワーク JTB 東北 EC デスク 「第８回地域共生ホーム全国セミナーｉｎとやま」係 

〒170-0013東京都豊島区東池袋 3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 6階 

TEL：0120-989-960（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） FAX 0120-937-224（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）E-mail:tohoku-ec@jbn.jtb.jp 

［営業時間］午前 9時 30分～午後 5時 30分（土・日・祝日休業） 総合旅行業務取扱管理者 : 石倉 俊義 

 

 

 

旅行企画・実施：株式会社ＪＴＢ東北 ＭＩＣＥ事業部 

観光庁長官登録旅行業第 1573号 仙台市青葉区大町一丁目 4 - 1 

一般社団法人日本旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会会員 

 

■ご旅行条件書 要約（募集型企画旅行契約）･･･宿泊プランに対応します。 

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご確認いただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。 

旅行条件書（全文）はこちらよりご確認ください。【http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp】 

 

●募集型企画旅行契約 ／ この旅行は（株）ＪＴＢ東北 ＭＩＣＥ事業部（仙台市青葉区大町 1-4-1 明治安田生命仙台ビル４階 以下、「当社」と

いう。）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契約（以下、「旅行契約」という。）を締結することになります。また、

旅行条件は、下記によるほか、別途ご確認いただく旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする宿泊確認書と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画

旅行契約の部によります。 

●旅行のお申し込み及び契約成立時期 ／ （１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。（２）旅行契約は、当社が契約の締結を承

諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。但し、本契約に関しましては、後日送付する請求書に基づく旅行代金のお振込が完了した時点で、旅行契約

が成立したものとします。 

●旅行代金のお支払い ／ 旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13 日目にあたる日より前（もしくは当社が指定する期日までに）にお支払ください。

また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合

のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 

●取消料 ／ 旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記に記載の金額を取消料として申し受けます。 

・宿泊プラン 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
１．8日目にあたる日以前の解除 無料 

２．7日目にあたる日以降の解除（３～５を除く） 旅行代金の 20％ 

 

３．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％ 

４．当日の解除（５を除く） 旅行代金の 50％ 

５．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。ご契約に関し担当者からのご説明に不明の点がありましたら、ご遠慮

なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

 

http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp�z


●旅行代金に含まれるもの ／日程表に明示した、運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス）、宿泊代、朝食代、サービス料及び消費税等諸税。

これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。（ご案内に含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みませ

ん。） 

●特別補償 ／当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様

が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償

金又は見舞金を支払います。・死亡補償金：１５００万円・入院見舞金：２～２０万円・通院見舞金：１～５万円・携行品損害補償金：お客様１名に

つき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。）身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したと

きに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。＜免

責事項＞ 

●国内旅行保険への加入について ／ 旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害

賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内

旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、お問合せください。 

●事故等のお申出について ／ 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込み個所にご通

知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 

●個人情報の取扱について ／ 当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用

させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範

囲内で利用させていただきます。また、大会運営に伴い大会主催事務局へ情報を提出し、利用させていただきます。 

●旅行条件・旅行代金の基準 ／ この旅行条件は 2017年６月１日現在を基準としています。又、旅行代金は 2017年６月１日現在の有効な運賃・規則

を基準として算出しています。 

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第 1573号 

 株式会社ＪＴＢ東北 ＭＩＣＥ事業部 

日本旅行業協会正会員 

〒980-0804 仙台市青葉区大町 1-4-1 明治安田生命仙台ビル 4階 

 


