
- 0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

期間 ： 平成３０年１０月１７日（水）～１０月１９日（金） 

会場 ： 札幌プリンスホテル 国際館パミール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道営業本部 

 

第７２回全国児童養護施設長研究協議会 

（北海道大会） 
 

≪参加・宿泊・弁当・意見交換会・ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ等のご案内≫ 
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ご 挨 拶 

   この度、平成３０年１０月１７日（水）より、北海道札幌市において、『第７２回全国児童養護施設長研究協議会 

（北海道大会）』が開催されますことを、心よりお祝い申し上げます。 

本大会におきまして、皆様の参加お申込み、ご宿泊等を弊社名鉄観光サービス㈱北海道営業本部がお取扱い 

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ともに、本大会が有意義なものとなりますよう、万全の体制にて準備し、 

皆様方のお越しを心よりお待ち申し上げております。 

名鉄観光サービス（株）北海道営業本部 

取締役本部長 水野 靖彦 

 

■ 参加のご案内 

 

【大会開催日】 平成３０年１０月１７日（水）～１０月１９日（金） 

 

【 大会会場 】 札幌プリンスホテル 国際館パミール ３Ｆ ｢大沼｣ 

〒０６０-８６１５ 札幌市中央区南３条西１２丁目（ＴＥＬ:０１１‐２４１‐１１１１） 

 

       【大会参加費】 お一人様 １７，０００円 

                  （資料代を含みます。宿泊費・意見交換会費・昼食代は別） 

 

■ 意見交換会のご案内 

 

【  日 時  】 平成３０年１０月 17 日（水） １８:００～ 

【  会 場  】 札幌プリンスホテル 国際館パミール ６Ｆ ｢美瑛｣ 

〒０６０-８６１５ 札幌市中央区南３条西１２丁目（ＴＥＬ:０１１‐２４１‐１１１１） 

 

       【 参 加 費 】 お一人様 １０，０００円 

 

■ 昼食弁当のご案内 

 

【昼食弁当代】 １，２００円 （税込み・お茶付） 

 

大会２日目（平成３０年１０月１８日(木)）研究部会時の、昼食弁当の事前注文を承ります。 

ご希望の方は、申込書の昼食申込欄に○印をご記入ください。 

会場周辺の飲食店は昼食時に混雑が予想されますので、事前のお申込をお勧めいたします。大会

当日の申込はお受けしかねますので、必ず事前にお申込下さい。 
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■札幌プリンスホテル・国際館パミールへのアクセス 

 

※大会初日（10/17）と最終日（10/19）は、新千歳空港～大会会場間の専用直行シャトルバスを運行します。 

詳しくは、4Ｐをご覧ください。 
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■ 宿泊のご案内（名鉄観光サービス（株）の募集型企画旅行です） 

【宿泊設定日】 平成３０年１０月１６日（火）・１７日（水）・１８日（木） 

【最少催行人数】 1 名 添乗員は同行しません。 

■ 宿泊設定日 

【前泊】平成３０年１０月１６日（火）・【当日泊】１７日（水）・１８日（木） 

■ 宿泊条件 １泊朝食付・税金サ－ビス料込（お一人様代金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご案内事項 
※上記料金は、１泊朝食付・税金サ－ビス料込のお１人様の料金です。 

※ツイン料金は、２名１部屋を利用した場合の１名あたりの料金です。 

※朝食が不要な場合でも返金はいたしません。 

※個人勘定及びそれに伴うサ－ビス料・税金等は各自にてお支払いください。 

※お部屋の数には限りがありますので、先着順でご予約させていただきます。 

尚、ホテルが満室になり次第締切らせていただきます。 

※インターネットでお申込の場合、空室がなくなるとホテルの選択が出来なくなります。 

※ＦＡＸでの申込書は、第２希望までご記入ください。満室の場合は第２希望にて手配いたします。 

第２希望も満室の場合は当社よりご連絡させていただきます。 

（ツイン１名利用及び別のホテルをご案内いたします。） 

 

 

 

 

西１１丁目

ホテルルートイン札幌北四条 Ｂ－１ シングル ７，９００円

ホテルルートイン札幌中央 Ｋ－１ シングル ９，２００円すすきの

Ｃ－１ シングル ９，８００円

Ｃ－２

Ｈ－２ ツイン ７，８００円

Ｈ－１ シングル ８，３００円

ツイン ８，０００円

Ｌ－１

Ｅ－１

大通

札幌すみれホテル

６，９００円

ネストホテル札幌駅前

ホテルルートイン札幌駅前北口 Ｍ－１ シングル ８，９００円

東横イン札幌駅前北口 Ｎ－１ シングル札幌

シングル １３，８００円

札幌市中央区北１条西２丁目
（地下鉄大通駅徒歩３分）

札幌市北区北７条西４丁目２-２
（ＪＲ札幌駅北口徒歩１分）

札幌市北区北６条西１-４-３
（ＪＲ札幌駅北口徒歩２分）

ホテルリソルトリニティ札幌 Ｇ－１ シングル １９，０００円

ネストホテル札幌大通
札幌市中央区南２条西５-２６-１
（地下鉄大通駅徒歩３分）

札幌市中央区大通西５-３
（地下鉄大通駅徒歩１分）

Ｔマークシティホテル札幌 シングル ９，０００円

東横イン札幌すすきの交差点 Ｊ－１ シングル ７，２００円
札幌市中央区南４条西３丁目４−１
（地下鉄すすきの駅徒歩３分）

札幌市中央区南五条西５丁目１３-１
（地下鉄すすきの駅徒歩３分）

札幌市中央区南７条西５丁目
（地下鉄すすきの駅徒歩５分）

ＴＫＰｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ ｱﾊﾟﾎﾃﾙ札幌

札幌ビューホテル大通公園 Ｄ－１ シングル １２，８００円

札幌プリンスホテル
札幌市中央区南２条西１１丁目
（地下鉄東西線西１１丁目駅徒歩３分）

札幌市中央区北４条西１３丁目１ｰ５３
（地下鉄東西線西１１丁目駅徒歩１０分）

札幌市中央区南２条西８丁目６-１
（地下鉄大通駅徒歩８分）

札幌市中央区大通西８丁目
（地下鉄大通駅徒歩５分）

札幌市中央区南２条西７丁目１０−１
（地下鉄大通駅徒歩５分）

Ａ－１ シングル １２，８００円

ホテルレオパレス札幌

地区 ホテル名 申込記号 部屋タイプ 宿泊代金 住所/最寄駅からのアクセス

札幌市中央区北２条西２丁目９
（ＪＲ札幌駅南口徒歩６分）

（地下鉄大通駅徒歩５分）

Ｐ－１ シングル １３，８００円

Ｆ－１ シングル

Ｆ－２ ツイン

１４，８００円

１０，８００円
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■会場・ホテル地図 

 

 

■ 新千歳空港～大会会場間／大会専用直行シャトルバスのご案内 

   参加者の利便を図るために〔空港～会場間〕の乗り換えなしの直行シャトルバスを運行します。 

      ※事前のお申込のみ承ります。当日のお申込はできませんのでご了承下さい。(最少催行人員３０名) 

【往 路】  お一人様 １，８００円 

１０月１７日（水）  ※空港到着ロビーで係員がご案内予定 

新千歳空港発(10:30～11:30)⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒(11:30～12:30)大会会場 

 

【復 路】  お一人様 １，８００円 

１０月１９日（金）  ※大会終了後 

大会会場発  (12:50～13:20)⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒(13:50～14:20)新千歳空港 
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■ 第３８回児童文化奨励絵画展について 

本年の絵画展は、中央区民センター１階ギャラリーが会場です。 

（札幌市中央区南２条西１０丁目、大会会場から徒歩４分） 

      絵画展のオープニングセレモニーは、１０月１７日（水）１１：３０より開催、その後大会期間中は開場しております。  

 

■ お申込み方法 

インターネット、ＦＡＸ、郵送のいずれかの方法により、参加申込を受付けます。 

名鉄観光サービス㈱北海道営業本部が窓口となります。 

下記により、Web または参加申込書にてお申込み下さい。 

参加登録・意見交換会・弁当・宿泊を同時にお申込みいただけます。 

 

【インターネットによるお申込み】 

① インターネットに接続のうえ、『第７２回 全国児童養護施設長研究協議会参加登録ホームページ』への 

アクセスをお願いいたします。 ⇒https://www.mwt-mice.com/events/zenyokyo2018 

② 大会参加登録専用ホームページの、オレンジのボタン『新規お申込みはこちら』より、新規ユーザー登録 

画面に必要事項を入力してご登録ください。 

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・研究部会・意見交換会・宿泊・弁当・シャトルバス等）をご予約ください。 

④ 各事項が完了しましたら、再度予約確認メールが届きますので、ご確認ください。 

⑤ お申込み後、９月２８日頃を目途に、参加者の皆様には、「ご請求書・大会参加券及び各種利用券」を 

送付いたしますので、請求書に記載された振込口座へ、指定期日までにお支払いください。 

        ※振込手数料はお客様のご負担にてお願いいたします。 

 

【FAX・郵送によるお申込み】 

① 別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、名鉄観光サービス㈱北海道営業本部まで FAX または郵送にて 

お申込みください。郵送によるお申込みの場合は、必ず「参加申込書」のコピーの保管をお願いいたします。 

② 申込受付後、名鉄観光サービス㈱北海道営業本部より「受信（受領）確認書」をお送りします。 

          ※ＦＡＸ送信後、７日経っても当社より返信の連絡がない場合は、お手数ですが一度ご連絡いただきますよう、 

お願いいたします。 

③ お支払いは、銀行振り込みにてお願いいたします。申込受付後、９月２８日頃を目途に、参加者の皆様へ 

「ご請求書・大会参加券及び各種利用券」をお届けいたしますので、請求書に記載された振込口座へ、 

指定期日までにお支払いください。 

       ※振込手数料はお客様のご負担にてお願いいたします。 

 

■ お申込みからご精算までのスケジュール 

●申込締切日 平成３０年９月２１日（金） １６：００ 

●請求書・参加券等送付予定日 平成３０年９月２８日（金） 頃 

●お支払期限 平成３０年１０月１０日（水） 

※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。 

 

 

 

 

https://www.mwt-mice.com/events/zenyokyo2018
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■ 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・昼食弁当の変更及び取消は、申込書またはそのコピーの備考欄 

へその旨をご記入のうえ、必ずＦＡＸ（０１１-２０５-５２２０）または郵送による書面にてご連絡をお願いします。 

インターネット申込のお客様は、インターネットより変更・取消の手続きをお願いします。 

お申込後、お客様の都合による取消の場合は、下記の取消料がかかりますので、予めご了承願います。 

※参加費（１７，０００円）については、取消の場合、理由の如何を問わずご返金できませんのでご了承願います。 

※変更・取消に関しては弊社が確認できた時点が対象日となります。休業日・営業時間外での受信・受領は 

翌営業日（平日９:００～１７:００ 土曜日・日曜日・祝祭日は休業） 

※変更・取消により、ご入金額との差額が生じた場合は、大会終了後にご指定の銀行口座へ１ヶ月以内を目途に 

お振込みいたします。 

※原則、大会期間中のご返金はいたしかねますのでご了承願います。 

 

■ ご案内 

●募集型企画旅行契約 

本大会の「宿泊」は、名鉄観光サービス㈱北海道営業本部が旅行企画・実施するものであり、お申込いただく 

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。詳しい旅行条件はご旅行条件書をご確認 

ください。 

「大会・意見交換会」につきましては、全国社会福祉協議会・全国児童養護施設協議会の主催となります。 

 

   ●個人情報の取扱いについて（重要） 

名鉄観光サ－ビス㈱は、お申込みの際ご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや、 

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他、必要な範囲で当該機関、

大会主催者に提供いたします。それ以外の目的では利用いたしません。 

※上記の他、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社のホームページにてご確認ください。 

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  

 

 

 

観光庁長官登録旅行業第 55 号/（一社）日本旅行業協会正会員/旅行業公正取引協議会会員 

名鉄観光サービス㈱北海道営業本部 

担当 田中・中川・和倉 

〒０６０-０００３ 札幌市中央区北３条西３丁目 ＮＲＥＧ北三条ビル７階  

TEL ： ０１１-２０５-５２２２  FAX ： ０１１-２０５-５２２０ 

E-mail : ｈｏｋｋａｉｄｏ＠ｍｗｔ.ｃｏ.ｊｐ 

営業時間 平日９:００～１７:００（土・日・祝日休業） 

 

承認 No.北営本ＡＺ18-1807 

    ｻｰﾋﾞｽ提供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 項目別の取消料 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％ 

意見交換会/ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 無料 代金の３０％ 代金の８０％ 代金の１００％ 代金の１００％ 

昼食弁当 無料 無料 代金の５０％ 代金の１００％ 代金の１００％ 

企画実施・お申込書送付・お問い合せ先 

http://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml

