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平成２９年度

第６回障害者支援施設部会全国大会（四国地区高知大会）

【参加・宿泊・情報交換会等のご案内】

１、参加のご案内
　大会開催日：　　平成３０年１月２９日（月）～３０日（火）

　大 会 会 場：　　高知県立県民文化ホール

　　　　　　　　　　〒 780-0870　高知県高知市本町４丁目３－３０

　　　　　　　　　　高知駅（南口）より路面電車で約２０分

　　　　　　　　　　はりまや橋乗り換え、鏡川・朝倉・いの方面／県庁前下車

　大会参加費：　　会員施設　　　　お一人様　１３，０００円

　　　　　　　　　非会員施設　　　お一人様　１５，０００円

　　　　　　　　　その他（家族等）お一人様　１５，０００円

２、情報交換会のご案内
　日　時：　平成３０年１月２９日（月）

　会　場：　ザ	クラウンパレス新阪急高知

　　　　　　高知県高知市本町４丁目２－５０（高知県立県民文化ホールより徒歩約２分）

　時　間：　１８：３０～２０：３０

　参加費：　お一人様　９，０００円

歓 迎 の ご 挨 拶

　謹啓、皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

この度、高知県高知市において『平成２９年度第６回障害者支援施設部会全国大会（四

国地区　高知大会）』が開催されますことを、心よりお祝い申し上げます。

　本大会の開催に際しまして、私ども東武トップツアーズ株式会社高知支店にて参加の

皆様のお申込み、ご宿泊等のお世話をさせていただくこととなりました。

　本大会のご成功をお祈り申し上げますともに、本大会がより有意義なものとなります

よう、万全の体制を整え、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

謹白

東武トップツアーズ株式会社　高知支店

支店長　門屋　博文
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３、お申込み方法
　参加申込みについては、受付を確実に行うためにインターネット又は FAXのみの受付とさせてい

ただきます。お電話での受付はお受けかねますのでご了承ください。

【A】インターネットによるお申込み
①　	公益財団法人　日本知的障害者福祉協会ホームページに掲載されている「第６回障害者支援施

設部会全国大会へのお申込はこちら」ボタンをクリックすると申込サイトへアクセスできま

す。

②　	申込みサイトの、『初めての方はここをクリック』より、新規ユーザー登録画面に必要事項を

入力登録してください。

③　	登録したメールアドレスに確認メールが届きますので、マイページより申込代表者を登録し、

各種参加登録（大会参加・情報交換会・宿泊）を予約ください。

④　各登録が完了しましたら、再度予約完了メールが届きますのでご確認ください。

⑤　	期日までご清算をお願いします。ご清算方法は、クレジットカード・お振込みより選択くださ

い。お振込みの際はご請求書をプリントアウトしご利用ください。

　　※振込手数料は、お客様のご負担でお願いします。

⑥　各種参加券をプリントアウトしていただき、大会当日持参ください。

【B】FAX でのお申込み
①　	別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、東武トップツアーズ（株）高知支店まで FAXにてお

申込みください。申込み確認後、FAXにて回答をいたします。

　　※ 	FAX 送信後、５日経っても返信がない場合は、お手数ですがご連絡をいただきますよう、

お願い致します。

②　	参加者様宛に、ご請求書・参加券等を１月中旬を目処に発送いたしますので、指定の口座へ期

限までお振込みをお願いします。

　　※振込手数料は、お客様のご負担にてお願いします。

４、お申込みからご清算までのスケジュール

　　申込締切り　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年１２月２２日（金）　　　

　　請求書・参加券等発送予定　　　　　　　　　平成３０年　１月１５日（月）頃　　　

　※インターネットで申込みの場合、参加券等の発送はございません。

　　お振込み期限　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　１月２５日（木）　　　

※返金がある場合は大会終了後、１ヶ月を目途に返金いたします。
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５、宿泊のご案内（東武トップツアーズ（株）高知支店の募集型企画旅行です）
　宿泊設定日：平成３０年１月２８日（日）・２９日（月）・１月３０日（火）

　最小催行人員：１名　添乗員は同行しません。チェックイン等の手続きは各自でお願いします

　別紙、旅行条件書を一読いただきお申込みください。

■宿泊施設　※お一人様１泊あたり、朝食付・税・サービス料込み（全日同料金）	
■ツイン料金はお一人様１泊、朝食付・税・サービス料込み

地図番号 ホテル名 申込番号 部屋タイプ 旅行代金 大会会場まで アクセス（高知駅より）

❶ ホテル日航高知旭ロイヤル １Ｓ シングル 10,800 円 路面電車で約８分 路面電車で約５分

❷ ザ		クラウンパレス
新阪急高知

２Ｓ シングル 9,800 円
徒歩約２分 路面電車で約 11分

２Ｔ ツイン 7,800 円

❸ 高知サンライズホテル ３Ｓ シングル 8,800 円 徒歩約８分 路面電車で約７分

❹ 西鉄イン高知はりまや橋 ４Ｓ シングル 8,400 円 路面電車で約５分 徒歩約 10分

❺ オリエントホテル高知 ６Ｓ シングル 7,900 円 徒歩約８分 路面電車で約 12分

❻ 高知パレスホテル ７Ｓ シングル 7,500 円 路面電車で約 10分 徒歩約７分

❼ サウスブリーズホテル高知 ８Ｓ シングル 7,200 円 路面電車で約８分 路面電車で約５分

❽ ホテルＮｏ１高知 ９Ｓ シングル 6,300 円 路面電車で約 10分 徒歩約８分

❾ 高知アネックスホテル
（朝食無料形式） １０Ｓ シングル 5,800 円 路面電車で約 10分 徒歩約８分

❿ ホテルベストプライス高知 １１Ｓ シングル 5,800 円 路面電車で約 15分 路面電車で約 15分

※時間は路面電車乗車時からの、おおよその時間になります。（乗換え時間等は含みません）
※申込み順に予約を賜ります。満室の際はご希望外をご案内する場合がございます。
※禁煙・喫煙のご希望は賜りますが、お部屋に限りがございますのでご要望にお答え出来ない場合が
ございます。予めご了承ください。

６、変更・取消について
　参加 (参加者の変更を含む )・宿泊・意見交換会の変更および取消は、申込書またはそのコピー

の備考欄にその旨をご記入のうえ、必ず FAX(088-825-0170) または郵送による書面にてご連絡

お願い致します。インターネット申し込みのお客様は、インターネットより変更・取消の手続きを

お願い致します。

　お申込み後、お客様の都合による取消しの場合は、下記の取消料を申受けますので、予めご了承

願います。

項目別の
取消料

サービス開始日の前日から起算してさかのぼって
前日 当日

提供開始後、又
は無連絡不参加20 日目から 8 日目 7 日目から 2 日目

宿泊 無料 代金の 30％ 代金の 40％ 代金の 50％ 代金の 100％

情報交換会 無料 代金の 30％ 代金の 80％ 代金の 100％ 代金の 100％

当日とは弊社へ 12：00までにご連絡の場合に限ります。12：00を過ぎると 100%申受けます。
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お車をご利用の場合	 ・高知自動車道南国 I.C から約 30分　
	 ・高知 I.C から約 20分　　　

航空機をご利用の場合	 ・高知龍馬空港から車で約 30分
	 ・	空港バスではりまや橋ターミナルまで約３０分。土佐

電交通路面電車に乗り換え、県庁前下車（約 10 分）　
県庁前から徒歩数分

ＪＲをご利用の場合	 ・ＪＲ高知駅から車で約 10分
	 ・	土佐電交通路面電車　はりまや橋乗り換え（県庁前下

車）約 20分　徒歩数分

●高知中央
　郵便局

●高知
　警察署

●高知駅
　バスターミナル

高知橋

ＪＲ高知駅

高知城

蓮池町通

↑
高知 I.C.

高知龍馬空港→

●レクサス

●高知
　市役所

●高知県庁

大
橋
通
り

●高知商工会議所

●
丸の内
高校

ひろめ
市場
●

高新
文化ホール
●

●
高知大丸

四国銀行●

デンテツ
ターミナル
ビル
●

●
はりまや橋
バスターミナル

●
かるぽーと

江ノ口川

グランド通枡形 県庁前 高知城前 大橋通 堀詰 はりまや橋 菜園場町
宝永町

中央公園

鏡川

帯屋町筋（商店街）

❶

❷

❷

❺ ❸ ❼

❽


❹

❻
❾

A

A 高知県立県民文化ホール 情報交換会　ザ  クラウンパレス 新阪急高知

大会場のご案内　　高知県立県民文化ホール　オレンジホール
　　　　　　　　　住所：〒 780-0870　高知市本町４丁目３－３０
　　　　　　　　　TEL	088-824-5321　FAX	088-875-2003

　情 報 交 換 会　　　ザ  クラウンパレス 新阪急高知
　　　　　　　　　住所：〒 780-0870　高知市本町４丁目２－５０
　　　　　　　　　TEL	088-873-1111　FAX	088-873-1145

会場＆宿泊ＭＡＰ


