2019 年度

第 25 回地域福祉実践研究セミナーin 沖縄・うらそえ
－ 大会参加・宿泊等

お申込みのご案内 －

１．参加申込について
（１）申込方法
別紙の参加・宿泊・分科会等の申込書に必要事項をご記入の上、６月２８日（金）
までにＦＡＸまたは郵送にて各施設ごとに名鉄観光サ－ビス㈱沖縄支店へお早め
にお申込みください。
※宿泊等が不要な場合でも、参加される場合は必ず申込書にてお申込みください。

（２）経費の支払いについて
ア お申込み受付後、名鉄観光サービスより７月下旬頃に参加券ならびに各種予約
券・請求書等を各施設・団体ごとに送付いたします。
イ お振込み手数料はお客様負担となりますので予めご了承ください。
ウ 領収証は、原則としてお振込み用紙の払込金受領証をもって換えさせていただ
きます（別途、領収証発行ご希望の場合は、申込書にご記入ください）。
２．参加費のご案内

お一人様

３．昼食のご案内 ８月３０日（金）

６，０００円（学生２，０００円）

お一人様

１，０００円（お弁当お茶付）

４．全体情報交換会のご案内
お一人様４，０００円
開催日時・場所 ８月２９日（木）１８：１５より
浦添市てだこホール市民交流室

。

５．宿泊のご案内
（１） 宿泊日：２０１９年８月２９日（木）・８月３０日（金）
（２） 料

金：１泊朝食付・税金・サービス料込（お一人様料金）

ホテル名
ホテルＪＡＬシティ那覇

タイプ

金額

申込記号

場所

シングル

１６，５００円

Ａ－１

ツイン

１１，５００円
９，５００円
１３，０００円
１０，０００円
８，０００円

Ａ－２
Ａ－３

ゆいレール
美栄橋駅よ
り徒歩 10 分

トリプル

ダイワロイネットホテル
那覇おもろまち
リッチモンドホテル
那覇久茂地
ホテルパームロイヤル那覇

シングル
ツイン
トリプル

Ｂ－１
Ｂ－２
Ｂ－３

シングル

１３，０００円

Ｃ－１

シングル

１２，０００円

Ｄ－１

９，０００円

Ｄ－２

ツイン
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ゆいレール
おもろまち駅
より徒歩 5 分
ゆいレール
美栄橋駅より
徒歩 5 分
ゆいレール
牧志駅より
徒歩 5 分

ホテルルートイン那覇泊港
ホテルルートイン
那覇旭橋駅東

HOTEL AZAT（アザット）

東横イン那覇旭橋駅前

１０，０００円

Ｅ－１

ツイン

９，５００円

Ｅ－２

シングル

８，５００円

Ｆ－１

シングル

８，０００円

Ｇ－１

ツイン

７，５００円

Ｇ－２

トリプル

７，０００円

Ｇ－３

シングル

７，０００円

Ｈ－１

シングル

ゆいレール
美栄橋駅より
徒歩 10 分
ゆいレール
旭橋駅より
徒歩 5 分

ゆいレール
安里駅より
徒歩 1 分

ゆいレール
旭橋駅より
徒歩 5 分

※ご注意 ①お申込順に受け付けますので、ご希望ホテルが満室の場合には、他のホテルにご案内させていただき
ますことをご了承ください。
②ツイン、トリプルご希望の方は同室者名をご記入ください。
③連泊のお申し込みで、ご連絡なしに１泊目のお泊りがなかった場合は、２日目以降の宿泊を取消しさせ
ていただきますのでご了承ください。
④旅行シーズンにあたり、各ホテルとも在庫部屋数が限られております。お申込の際は、必ず第二希望ま
でご記入お願いします。
⑤バリアフリールームご希望の場合は、名鉄観光沖縄支店までお問い合わせください。
⑥リフト付バス、および福祉タクシー等のご相談がございましたら、名鉄観光沖縄支店までお問合せくだ
さい。

７．旅行傷害保険のご案内（保険料１，０００円）
大会開催期間中は安全対策には皆様万全を期されている事とは存じますが、より安
心して参加いただくために、任意保険の案内をさせていただきます。この保険は開
催期間中や往復の移動中の事故、窃盗など万一の時の被害によって生じる思わぬ出
費を補償する保険です。ご参加の皆様がより安心してお過ごしいただくためにもご
加入をおすすめします。
この保険によって補償される期間は 2019 年 8 月 29 日午前 0 時から 9 月 1 日午前 0
時まで、かつ参加のためにご自宅を出発されてからご帰宅までとなりますのでご注
意ください。
〔保険期間中に一度帰宅し、別の目的で外出された場合は補償の対象に
はなりません。〕
補償額（保険金額）ＡＡ４３タイプ
死亡・後遺障害８１５万円、入院日額１２,０００円、通院日額６,０００円
賠償責任３,０００万円、携行品１０万円、救援者費用５０万円
（賠償責任の自己負担額なし）（携行品の自己負担額 3,000 円）
保険の詳細については別途お送りするチラシもしくは弊社担当者にご確認ください。
（承認番号 C30-015-52）
８．航空機欠航補償プランのご案内
本大会は８月の開催のため、台風等の不測かつ突発的な事由により航空機が欠航す
る可能性もございます。その際に生じた費用（追加宿泊費用、追加交通費用、追加
食事費用等）を補償する「航空機欠航補償プラン」のご加入をおすすめいたします
（２名様以上）。
名鉄観光の各支店では、当該支店に航空券お申込の際、ご加入いただくことができ
ます。
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※ご出発の 14 日前までにお申込ください。
※施設毎に、全員がご加入の場合、お申込可能です（加入されない方がいらっしゃ
る場合は、加入できません）。
2019 年 3 月作成 18-TC05376
９．宿泊の変更・取り消しについて
（１）変更・取り消しは申込書の控えに内容を記入いただきＦＡＸにてご連絡ください。
なお、申し込み後の取り消しは、次の手数料を申し受けます。
＜宿泊・情報交換会・昼食取消料＞
ご利用開始の２１日前まで・・・・・・・無 料
ご利用開始の２０日前～８日前まで・・・２０％
ご利用開始の ７日前～２日前まで・・・３０％
ご利用開始の前日・・・・・・・・・・・４０％
当日・・・・・・・・・・・・・・・・・５０％（大会開始後１００％）
（２）一度お振込みいただきました参加費は、運営上、返金は出来かねますので充分ご
検討の上お申し込みください。
（３）宿泊等のご精算による返金は、終了後１ケ月以内に処理させていただきます。
なお、ご返金の際振込み手数料は差し引かせていただきます。
10．会場へのアクセス【那覇空港から会場（浦添市てだこホール）への交通手段】
■ モノレール・路線バスご利用の場合
那覇空港よりゆいレール首里行きにておもろまち駅下車、駅前より路線バス 55
番、56 番にて美術館前下車（約 15 分）、徒歩 10 分
■ レンタカーでお越しの場合
那覇空港より、国道 330 号線（バイパス）北へ 12km（約 30 分）
駐車場は浦添市カルチャーパーク内駐車場をご利用ください（無料）。
11. 最少催行人員：１名
12．旅行条件の要約

募集型企画旅行契約
地域福祉実践研究セミナーの宿泊、情報交換会は名鉄観光サービス株式会社（名古屋市中村区
名駅南 2 丁目１４－１９ 観光庁長官登録旅行業第 55 号、以下「当社」という）が企画する
旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社との募集型企画旅行契約を締結することに
なります。また、契約の内容・条件とは各プランごとに記載されている条件のほか、下記ご
旅行条件書によるほか、出発前にお渡しする確定書面及び当社募集型企画旅行契約の部によ
ります。

旅行の申込及び契約成立
所定の申込書に必要事項を記入の上、ファクシミリ、郵送又は、電子メールにてお申込みくだ
さい。また、指定の期日までに旅行代金をお振込みください。 旅行代金を受領した時点で契
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約が成立するものといたします。
詳しい旅行条件を説明した書面を同封いたしますので、事前にご確認の上お申込ください。

旅行代金に含まれるもの
各プランの旅行日程に明示された宿泊費、消費税が含まれます。なお、行程に含まれない交通
費、諸費用及び個人的費用は含まれません。なお最少催行人員は１名とし、添乗員は同行いた
しません。

個人情報の取扱い
（１） 当社は、旅行申込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
の間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申込いただいた旅
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、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する
保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社に対し、お客様
の氏名、住所等の連絡先を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供い
たします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同
意いただくものとします。
（２） このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービス
のご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典
サービスの提供、将来よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、統計資料
の作成のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
（３） 上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭またはホ
ームページ（http://www.mwt.co.jp）でご確認ください。

旅行条件
この旅行条件は 2019 年 3 月 1 日を基準としています。旅行代金は基準日に有効な運賃・規則
を基準といたします。
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13．地域福祉実践研究セミナーの内容に関する問い合わせ先
【事務局】第 25 回地域福祉実践研究セミナー実行委員会
社団法人 浦添市社会福祉協議会内（担当：中本、小濱）
〒901-2103 沖縄県浦添市仲間 1-10-7
TEL 098-877-8226 FAX 098-875-1613
14．参加申し込み、宿泊に関する問い合わせ先
観光庁長官登録旅行業第 55 号

一般社団法人日本旅行業協会正会員
ボンド保証会員

【名鉄観光サービス㈱沖縄支店】担当：藤丸・林
〒900-0033 那覇市松山 1-1-14
那覇共同ビル 2F
旅行業務取扱管理者：近藤 正幸
TEL 098-862-8211 FAX 098-862-8212
Ｅメール：eiji.fujimaru@mwt.co.jp
受付時間：９時３０分～１７時００分（土･日･祝日は除く）
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