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ご 挨 拶
謹啓 皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

このたび「第30回全国グループホーム等研修会 四国地区大会 ｉｎえひめ」が愛媛県松山市にて開催されますことを心

よりお祝い申し上げます。開催にあたり全国各地から大会にご参加いただく皆様方のご便宜を図り、より一層ご満足いた

だける大会になりますよう、【名鉄観光サービス㈱松山支店】がご参加皆様方の大会参加申込・宿泊・交流会・昼食等の

ご案内をさせていただくことになりました。

社員一同、万全の準備をおこない、ご参加の皆様方に心からご満足いただけるよう、大会事務局および関係各方面と

も協力し、本大会の成功に向けてお手伝いをさせていただきます。

皆様方のお越しを心よりお待ち申し上げております。

謹白
平成30年6月吉日

名鉄観光サービス株式会社
松山支店

支店長 吉田 直樹

お申し込み方法のご案内1

大会参加、宿泊、交流会等を下記の要領でＦＡＸ又は郵送にてお申し込みください。

なお、参加申込みの内容に基づいて参加券・請求書などを指定の期日頃に発送いたします。

内容をご確認の上、ご入金願います（振込手数料はお客様にてご負担願います）。

領収証については振込みの控えをもって変えさせていただきます。

ご都合の悪い方は事前に名鉄観光サービス（株）松山支店へお申し出ください。

※ 【お願い】 トラブル防止のため、お電話によるお申込み、変更はお受けしておりません。
FAX又は郵送での受付に限らせていただいております。

郵送の場合は、必ず原本の控え（コピー）を保管するようにしてください。

参加申込みは FAX又は郵送にて名鉄観光サービス松山支店へ

FAX ： 089－921－7166

≪申込期間≫ 本要綱到着後～

8月3日 （金） 締切

参加券等バウチャー券及びご請求書の発送

8月10日 （金） 頃発送予定

参加券等の内容をご確認の上、請求金額をお振込ください。

8月24日 （金） 振込期限
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3 宿泊のご案内

2 参加費のご案内

【大会参加費】 お1人様 12,000円 （消費税込、資料代等）

団体航空券のご案内

ランク
ホテル
番号

ホテル名 申込記号 客室タイプ
料金

交通案内
1泊朝食付き・税込

A

① 道後温泉 大和屋本店
1-S シングル 14,000円

市内電車「道後温泉駅」徒歩8分
1-T ツイン 10,000円

② 松山全日空ホテル本館
2-S シングル 13,000円

市内電車「大街道前」徒歩2分
2-T ツイン 10,000円

B

③ 松山全日空ホテル別館 3-Ｓ シングル 12,000円 市内電車「大街道前」徒歩2分

④ ダイワロイネットホテル松山
4-S シングル 12,000円

市内電車「大街道前」徒歩6分
4-Ｔ ツイン 9,500円

⑤ カンデオホテルズ大街道
5-S シングル 12,000円

市内電車「大街道前」徒歩1分
5-Ｔ ツイン 9,500円

Ｃ

⑥ 松山東急ＲＥＩホテル
6-Ｓ シングル 10,000円

市内電車「大街道前」徒歩2分
6-Ｔ ツイン 9,000円

⑦ パティオドウゴ松山
7-Ｓ シングル 10,000円

市内電車「道後温泉駅」徒歩7分
7-Ｔ ツイン 9,000円

Ｄ

⑧ 国際ホテル松山
8-Ｓ シングル 9,000円

市内電車「大街道前」徒歩4分
8-Ｔ ツイン 8,000円

⑨
ネストホテル松山

9-Ｓ シングル 9,000円 市内電車「勝山町」徒歩5分

9-Ｔ ツイン 8,000円

⑩ 東京第一ホテル松山
10-Ｓ シングル 9,000円

市内電車「西堀端」徒歩1分

10-Ｔ ツイン 8,000円

Ｅ

⑪ スカイホテル 11-Ｓ シングル 8,500円 市内電車「大手町」徒歩7分

⑫ 東横イン松山一番町
12-S シングル 7,500円

市内電車「勝山町」徒歩2分
12-Ｔ ツイン 6,000円

⑬ アビスイン道後松山
13-S シングル 7,500円

市内電車「勝山町」徒歩1分
13-T ツイン 7,000円

【ご宿泊に関する注意とご案内】
◆設定日：平成30年9月2日（前泊）、9月3日（当日泊）、9月4日（後泊）

①上記宿泊料金は、1泊朝食付、消費税、サービス料込のお1人様あたりの料金です。
②ツイン料金とは、ツインルームを2名様で利用される場合の1名様あたりの料金です。
ご希望される場合は必ず同室 希望者名もご記入ください

③ご希望のホテル、部屋タイプは受付順とさせていただきますので、満員となりましたら同等クラスホテルへの配宿
となる場合がございます。

④禁煙、喫煙のご希望もお受けいたしますが、部屋数の関係でご希望に添えない場合もございます。
⑤Ｅランクホテルについてのご朝食は簡易的な軽食（パン、コーヒーなど）となります。
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指定ホテルマップ（松山市中心部）

【JR松山駅より】
タクシー ■JR松山駅から約22分

料金：約1,800円
電車 ■松山駅より路面電車「松山駅前」まで徒歩すぐ。「松山駅前」から「道後温泉行き」へご乗車、「南町」で下車。

「南町」から徒歩移動。所要時間約25分 料金：160円

【松山空港より】

バス ■松山空港から空港連絡バス、松山市駅行きに乗車し、「南町（ひめぎんホール前）」にて下車。徒歩にて路面電車

所要時間約40分(乗り換え含む)到着便に合わせて、1時間につき1～3本運行。
料金：920円(バス＋路面電車の合計料金です。)
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交流会ご案内

大会１日目 【9月3日(月)】 松山空港⇒ひめぎんホールまでシャトルバスを運行します。
ご乗車場所：松山空港 団体バス駐車場（タクシー待機場）
ご出発時刻：午前８時３０分発～１１時３０分発まで（飛行機の到着時間に合わせて運行）

大会２日目 【9月4日(火)】 ひめぎんホール⇒松山空港までシャトルバスを運行します。
ご乗車場所：ひめぎんホール（電車通り定期バス乗り場）
ご出発時刻：午後11時50分頃発～１3時00分発 頃（大会終了後、約1時間まで運行）

５

実施日 区間 料金（1名）

9月3日（月） 松山空港 ⇒⇒⇒ ひめぎんホール １,０００円

9月4日（火） ひめぎんホール ⇒⇒⇒ 松山空港 １,０００円

※事前のお申込が必要となります。
※当日の申込みは承ることができませんのでご了承ください。

６

シャトルバスのご案内

◆日 程 ： 2018年9月3日（月） 18：00

◆場 所 ： ひめぎんホール（真珠の間）

◆参加費 ： お1人様 8,000円

◆定 員 ： 600名（見込）

＊完全予約制となっております。
＊ご参加の皆様の意見交換等、交流の場と考えております、皆様お誘い併せの上奮ってご参加ください。

昼食のご案内

◆ お弁当の料金

下記のとおり、大会1日目のご昼食をご案内いたします。

1,000円（お茶付き・消費税込）

＊昼食は、完全予約制とさせていただきます。当日の販売はございませんので、予めご了承ください
＊お申し込みのお客様は申込書にご記入ください。参加券と一緒に弁当引換券を送付させていただきます。

（注）会場内レストランは1箇所ございますが、付近は飲食店が大変少なくなっておりますのでご留意ください。

4
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8 お申し込み後の変更・取消について

その他のご案内

お申し込み後に変更・取消が生じた場合には、FAXにて、上記お問い合わせ先までお早めにご連絡ください。

お申し込み後お客様の都合によりお取り消しになる場合は、次の取消料が発生いたします。

■取消の基準日は、当社の営業日・営業時間内（月～金 / 9：00～17：00）のFAX受信を基準日といたします。
■取消後のご返金は、大会終了後、取消料及び所定の振込手数料を差引のうえ、送金いたします。事務処理上の都合で多少日数がかかることが

ございます。なお、大会当日、会場にてご返金の申出がありましても、現金でのご返金はいたしかねますのでご了承ください。

■大会参加費は、6月22日（木）以降は返金いたしません。大会事務局へ参加券を7月末までにご郵送ください。 資料を発送いたします。

ご利用日
20～8日前

ご利用日
7～2日前 ご利用日前日 ご利用日当日 無連絡

大会参加費 8月3日(金)以降、大会参加費のご返金はできません

宿泊 30% 50% 100% 100% 100%

交流会 30% 50% 100% 100% 100%

昼食 － 30% 50% 100% 100%

空港シャトルバス － 30% 40% 50% 100%

7 国内旅行傷害保険のご案内

大会参加中の安全対策には皆様万全を期されていることと存じますが、より安心してご参加いただくために、任意保

険のご案内をさせていただきます。この保険は研修会参加中や往復の移動中の事故、窃盗など万一の時の被害に

対する思わぬ出費を保障するための保険です。

参加者の皆様がより安心してお過ごしいただくためにご加入をおすすめいたします。

＜国内旅行総合保険＞ 保険料 １，０００円 AA43タイプ
保険期間 3泊4日まで

補 償 額 一 覧 表

死亡・後遺傷害 815万円

入院日額 12，000円

通院日額 6000円

賠償責任（免責1,000円） 3，000万円

携行品 10万円

救援者費用 50万円
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お申し込み方法のご案内・お問い合わせ先

名鉄観光サービス株式会社 松山支店

〒790-0003 愛媛県松山市三番町4－12－4 大同生命ビル1階
総合旅行業務取扱管理者 ： 吉田 直樹
TEL：089-921-5131    FAX：089-921-7166  
【営業時間 9：00～18：00（月～金）土・日・祝日は休業】

担当者 ： 山本、佐々木、伊賀上

■FAXまたは郵送にてお申し込みの方は、巻末の申込書に必要事項をご記入のうえ「名鉄観光サービス(株)松山

支店」にお申し込みください。申込書をコピー等にて控えの保管を必ずお願いいたします。

■参加申し込み締切は平成30年8月3日（金）です。

■申込書の受領日から3営業日以内（※）に受領したことをお知らせする案内をFAXにてお送りします。上記期日を過

ぎても連絡がない場合は通信障害等により、受領できていない可能性がありますので、お手数ですが名鉄観光サ

ービス(株)松山支店までお問い合わせください。

※申込書を受領した日の翌々々日（土曜日、日曜日、祝日を除く）の営業終了時間までを指します

（営業時間9：00～17：00）
■FAXでのお申し込みの場合は、送信確認をお願いします。（FAX機の送信記録にてご確認ください）

その他のご案内

10

◆ 募集型企画旅行
本大会の「宿泊プラン」は名鉄観光サービス㈱が旅行企画・実施するものであり、お申し込みいただくお客様は、
当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
※契約の内容条件につきましては、お申し込み前に当社の店頭またはホームページでも確認いただけます。

名鉄観光サービスホームページ（http//www.mwt.co.jp）⇒ TOPページ右下部⇒各種約款・条件書等について
⇒ご旅行条件書（国内・募集型企画旅行の部）

◆ 個人情報の取扱いについて
名鉄観光サービス株式会社は、お申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や輸送・宿泊機関等の提供するサービス
の手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関及び手配代行者に提供いたします。また、大会事務局の
要請に基づき、名簿作成のために情報を提供いたします。それ以外の目的でご提供いただく個人情報は、利用いたしません。
※上記の他、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社店頭またはホームページにてご確認ください。

【セキュリティの確保について】
個人情報保護方針、個人情報保護の対応についてhttp://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml
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