
平成30年度  全国知的障害関係施設長等会議
参加・宿泊お申込み案内

【ご案内】

【参加費】

【宿泊取消料のご案内】

【お申込み、お支払い、参加券の発送】について

振込期限日：平成 30 年 6 月 8 日（金）

参加券等発送：平成 30 年 6 月 22 日（金）予定

公益財団法人日本知的障害者福祉協会主催の平成 30 年度全国知的障害関係施設長等会議の参加および宿泊の
申込受付は、名鉄観光サービス株式会社ＭＩＣＥセンターが行います。
お申込みにつきましては、参加登録サイトをご利用いただくか、別紙の「参加・宿泊申込書」にご記入いただき、
ＦＡＸまたは郵送にてお申込みください。便利な参加登録サイトご利用をお薦めいたします。

①会員・準会員の施設・事業所の方　1名様：１５，０００円
②一般（上記①以外）の施設・事業所の方、地方自治体の担当者及び関係者、その他　1名様：２０，０００円
※申込み締切日【5/31（木）】以後は､ 全て上記②の当日申込と同様の扱いとなります。

※参加費入金後の返金は行いません。参加申込者が欠席した場合は、会議終了後、資料を郵送いたします。

【個人情報のお取扱いについて】
　当社は、参加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、ご参加者との間の連絡のために利用させていただく他、お申込みいただいた宿泊にお
いて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きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか当社の個人情報の取扱い
に関する方針等についてはホームページ（http://www.mwt.co.jp）でご確認ください。

日本知的障害者福祉協会のホームページ（http：
//www.aigo.or.jp）に参加登録サイト（https://
www.mwt-mice.com/events/aigo2018） が
リンクされております。こちらよりお申込みくださ
い。受付確認後、確認メールが届きます。

WEB 申込後又は FAX・郵送にて申込書到着後、1週間以内に「受付確認・費用明細書」を FAX にてご連絡申し上げます。

宿泊をお申込み後、お取消しの場合は、下記の料率でお振込の有無に関わらず、取消料が必要になります。

取　消　日 14日前～ 8日前迄 7日前～ 2日前迄 前　日 当　日
会議受付開始前

無連絡・不泊
会議受付開始後

宿泊取消料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％

参加費・宿泊費は「受付確認・費用明細書」が FAX にて届き次第、その書面に記載されている銀行口座に全額お
振込ください。お振込みの際「受付確認・費用明細書」に記載の「申込Ｎｏ」をお振込み名義の前につけてください。

（弊社にて「申込Ｎｏ」を基に入金確認をさせていただきますので、入力にご協力お願い申し上げます。）
お振込み手数料はお客様のご負担にてお願い申し上げます。

ご入金の確認が出来た皆様には、お申込みいただきました際のご住所に参加券・宿泊案内書・参加費領収書を
郵送いたします。当日は、参加券にて受付・資料引換えを行います。（当日必ずご持参ください）

※変更・取消はＦＡＸ書面にてお願い申し上げます。お電話での変更・取消は致しかねます。

別紙の「参加・宿泊申込書」の必要事項を漏れな
くご記入の上、名鉄観光サービス株式会社 MICE
センター宛に FAX 又は郵送にてお申込みくださ
い。（添書は不要です）

Web による申込み FAX 又は郵送による申込み

お申込み締切日：平成 30 年 5 月 31 日（木）

● お申込み・お問合せ ●　【旅行企画・実施】

名鉄観光サービス株式会社　MICEセンター　平成30年度全国知的障害関係施設長等会議担当
住所：〒100-0013  東京都千代田区霞が関3-3-2  新霞が関ビル ロビー階
TEL：03-3595-1121  FAX：03-3595-1119
受付時間：月曜日～金曜日 9：30 ～ 17：30 （土日祝祭日は休業）
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
総合旅行業務取扱管理者：田中広伸　　　＊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の責任者です。
この旅行の契約に関し、担当者からの説明に不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。



宿泊施設のご案内
全国知的障害関係施設長等会議の期間中、下記の宿泊施設をご参加の皆様にご用意させていただきました。

全国知的障害関係施設長等会議 開催日：平成 30 年 7 月 2 日（月）〜 3 日（火）２日間

宿泊設定日 :
平成30年7月 1 日（日）前泊  ・  2 日（月）当泊  ・  3 日（火）後泊

◇ご注意事項
※添乗員、現地係員の同行しない個人旅行です。このご旅行では約款に定める旅程管理は行いません。
　ご旅行に必要な確認書等は事前にお送りさせていただきますので、旅行中の諸手続きはお客様自身で行っていただきます。
※お申込み状況によりまして、締切日前に満室となる場合もございますので、ご了承ください。第２希望まで必ずご記入ください。
※宿泊日をお間違え無いように、ご確認の上、お申込みください。
※お申込み状況によりまして、禁煙・喫煙のご希望にそえない場合もございます。ご了承ください。
　（全館禁煙・禁煙部屋のみ設定のホテルもございますので、ご注意ください。）
※ホテルにて朝食を取られなかった場合も、その分のご返金はございません。
※この旅行条件は平成 30 年 4 月 1 日現在の運賃・料金を基準といたします。
※ご宿泊料金をお振込みいただきました時点で、募集型企画旅行の契約締結となります。
※団体、グループの場合のお申込みは、施設連絡担当者を契約責任者として、契約の締結及び解除に関する取引を行います。

※ご旅行代金に含まれているもの
　宿泊代金（1泊朝食付き）それに伴うサービス料・消費税・宿泊税
※ご旅行代金に含まれないもの
　出発地～ホテルまでの交通費、その他個人的な利用（ホテル電話代等）に伴う費用

地域 ホテル名 申込
記号

部屋
タイプ

料金
（朝食付） 最寄駅 国際フォーラム

へのアクセス

銀座一丁目

ホテルモントレ銀座
（全館禁煙）

Ａ１ シングル 21,000 円 地下鉄有楽町線「銀座一丁目
駅」より徒歩約 1分 徒歩約 10分

Ａ２ ツイン 12,000 円

ホテルユニゾ銀座一丁目
（全室禁煙） Ｂ シングル 14,500 円 地下鉄有楽町線「銀座一丁目

駅」より徒歩約 1分 徒歩約 10分

銀　座

ホテルグレイスリー銀座
（禁煙のみ） Ｃ シングル 16,000 円 地下鉄日比谷線「銀座駅」

Ａ 3出口より徒歩約 3分 徒歩約 15分

ホテルユニゾ銀座七丁目
（全室禁煙） Ｄ シングル 13,000 円 地下鉄日比谷線「銀座駅」

Ａ 3出口より徒歩約 5分 徒歩約 15分

新富町 銀座キャピタルホテル
（本館又は新館、指定は不可） Ｅ シングル 10,500 円 地下鉄有楽町線「新富町駅」

より徒歩約 2分
地下鉄有楽町線
新富町⇔有楽町約 3分

日比谷 レム日比谷
（シャワーブースのみバスタブ無） Ｆ シングル 14,000 円 ＪＲ山手線「有楽町駅」

日比谷口より徒歩約 4分 徒歩約 10分

秋葉原
秋葉原ワシントンホテル Ｇ シングル 13,000 円 ＪＲ山手線「秋葉原駅」

中央改札口より徒歩約 1分
ＪＲ山手線
秋葉原⇔有楽町約 7分

レム秋葉原
（シャワーブースのみバスタブ無） Ｈ シングル 12,500 円 ＪＲ山手線「秋葉原駅」

中央改札口より徒歩約 1分
ＪＲ山手線
秋葉原⇔有楽町約 7分

浜松町 チサンホテル浜松町 Ｊ シングル 13,000 円 ＪＲ山手線「浜松町駅」
南口より徒歩約 8分

ＪＲ山手線
浜松町⇔有楽町約 4分

永田町 都市センターホテル Ｋ シングル 13,000 円 地下鉄有楽町線「永田町駅」
9ｂ出口より徒歩約 3分

地下鉄有楽町線
永田町⇔有楽町約 3分

茅場町 パールホテル茅場町 Ｌ シングル 9,500 円 地下鉄日比谷線「茅場町駅」
中央東口4ｂ出口より約2分

地下鉄日比谷線
茅場町⇔日比谷約 8分

半蔵門 ダイヤモンドホテル Ｍ シングル 12,000 円 地下鉄半蔵門線「半蔵門駅」
4番出口より徒歩約 1分

地下鉄有楽町線・半蔵門線
半蔵門⇔有楽町約10分

品　川 品川プリンスホテル
（イーストタワー） Ｎ シングル 14,500 円 ＪＲ山手線・京急線「品川駅」

高輪口より徒歩約 3分
ＪＲ山手線
品川⇔有楽町約 10分




