
 

 

 

 

   

 

 

 

 

開 催 日 ：令和元年 11月 27日（水）～29日（金） 

 
場   所 ：徳島グランヴィリオホテル 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 73 回 全国児童養護施設長研究協議会 

（徳島大会） 
＜参加・宿泊・弁当・意見交換会・シャトルバスお申込案内＞ 

     



ご挨拶 

 

東武トップツアーズ㈱徳島支店 

支店長 植田 伸幸 

 

拝啓 晩秋の候、「第 73回 全国児童養護施設長研究協議会（徳島大会）」が徳島県徳島市において

開催されますことを心よりお慶び申し上げます。 

 大会開催にあたりまして、弊社が大会受付ならびに宿泊、お弁当、意見交換会、シャトルバス手配業務を

お世話させていただくこととなりました。 

 本大会が有意義なものとなりますよう誠心誠意のお手伝いをさせていただきますので、皆様のご来県を心

よりお待ち申し上げます。 

 

１、大会について 

  日 時：令和元年 11月 27日（水）～29日（金） 

  会 場：徳島グランヴィリオホテル 〔全体会・研究部会・絵画展〕 

       〒770-0941 徳島市万代町３丁目５−１ ＴＥＬ 088-624-1111 

       阿波観光ホテル 〔研究部会の一部〕 

〒770-0833 徳島県徳島市一番町３丁目１６−３ ＴＥＬ 088-622-5161 

  参加費：お一人様 １９，０００円 

（資料代金を含みます。宿泊費・意見交換会費・昼食代は別途）  

旅行契約には該当しません。主催者の依頼により当社が代行受付・収受をいたします。 

 

２、意見交換会について 

日 時：令和元年 11月２７日（水） １８：００～ 

  会 場：徳島グランヴィリオホテル １Ｆ グランヴィリオホール 

         〒770-0941 徳島市万代町３丁目５−１ ＴＥＬ 088-624-1111 

参加費：お一人様 １０，０００円 

 

３、昼食弁当について 

  日 時：令和元年 11月 28日（木） １２：００時頃 

  代 金：昼食弁当 １．２００円税込（お茶付） 

  場 所：各研究部会会場  

    ＊会場周辺には飲食店が少なく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。 

     また、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し込みください。 

 

 



４、大会会場（徳島グランヴィリオホテル）までのシャトルバスについて 

  ＊参加者の利便を図るため大会初日と最終日には徳島空港／徳島駅～会場間に有料シャトルバスを

運行します。事前申込につき、当日のお申込はできませんのでご了承ください。（阿波交通利用予定） 

 

【往路】１１月 27日（水） 

① 便  徳島空港発 11:30→12:15 会場着 お一人様 １０００円 

② 便  徳島駅発  １2:15→12:30 会場着 お一人様  ５００円 

 【復路】11月 29日（金） 

③ 便  会場発 12:50→13:40徳島空港着 お一人様 １０００円 

④ 便  会場発 13:00→13:20徳島駅    お一人様  ５００円 

 

５、 第３９回児童文化奨励絵画展について 

   本年絵画展は、徳島グランヴィリオホテル（大会会場）別館 1階が会場です。 

   絵画展のオープニングセレモニーは 11月 27日（水）11:30 より開催、その後大会期間中は展示し 

ております。 

 

６、宿泊について 

 宿泊設定日： 令和元年 【前泊】11月 26日（火）・【当日泊】27日（水）・28日（木） 

            （１泊朝食付税込 お一人様料金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ　テ　ル　名 申込記号 部屋タイプ 宿泊費（税込） アクセス

１－Ｓ シングル ¥12,500

１－Ｔ ツイン ¥11,500

②   ダイワロイネットホテル徳島駅前 ２－Ｓ シングル ¥12,000 徳島駅より徒歩１分

③   ホテルサンルート徳島 ３－Ｓ シングル ¥12,800 徳島駅より徒歩２分

④   スマイルホテル徳島 ４－Ｓ シングル ¥9,800 徳島駅より徒歩５分

⑤   ザ　グランドパレス ５－Ｓ シングル ¥9,500 徳島駅より徒歩4分

⑥   アグネスホテル徳島 ６－Ｓ シングル ¥9,500 徳島駅より徒歩4分

⑦   アグネスホテル・プラス ７－Ｓ シングル ¥9,500 徳島駅より徒歩4分

⑧   阿波観光ホテル ８－Ｓ シングル ¥10,000 徳島駅より徒歩3分

９－Ｓ シングル ¥9,500

９－Ｔ ツイン ¥9,000

⑩   アパホテル徳島駅前 １０－Ｓ シングル ¥9,300 徳島駅より徒歩５分

⑪   アルファホテル徳島 １１－Ｓ シングル ¥7,300 徳島駅より徒歩８分

⑫   東横イン徳島駅前 １２－Ｓ シングル ¥6,800 徳島駅より徒歩5分

⑬   東横イン徳島駅眉山口 １３－Ｓ シングル ¥6,800 徳島駅より車で7分

⑭   ホテルサンシャイン徳島　本館 １４－Ｓ シングル ¥7,800 徳島駅より車で10分

⑮   ホテルサンシャイン徳島　アネックス １５－Ｓ シングル ¥8,800 徳島駅より車で10分

１６－Ｓ シングル ¥7,500

１６－Ｔ ツイン ¥7,000

⑰   センチュリープラザホテル １７－Ｓ シングル ¥8,500 会場より車７分

⑱   コスモスホテル １８－Ｓ シングル ¥7,200 会場より車７分

⑲   タウンホテル千代 １９－Ｓ シングル ¥6,500 会場より徒歩５分

⑨   徳島グランヴィリオホテル

①   JRホテルクレメント徳島 徳島駅直結

大会会場

⑯   徳島ワシントンホテルプラザ 会場より車で１０分

一部研究部会会場 



・募集型企画旅行（最少催行人員 1人・添乗員は同行しません） 

・原則チェックインは午後３時以降、ﾁｪｯｸｱｳﾄは午前１０時以前となります。 

・各ホテルタイプの申込記号よりお選びください。 

   ・申込状況などによりご希望に沿えない場合もあるため第２希望まで記入願います。 

ツインお申込の際には、別紙参加者名簿へ同室希望者をご記入ください。 

・朝食が不要な場合でも返金はいたしません。 

(⑥⑦⑫⑬⑯の各ホテル朝食は施設による無料サービスとなります) 

  ・個人勘定及びそれに伴うサービス料・税金等は各自にてお支払いください。 

 

 【ホテルＭＡＰ】 

  



７、お申込方法について 

   

 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け付けます。 

参加登録・意見交換会・弁当・宿泊・シャトルバスを同時にお申込いただけます。 

 

■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７３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://conv.toptour.co.jp/shop/evt/zenyokyo2019/ 

 

② トップページ内、「はじめての申込はここをクリック」より新規ユーザー登録画面に必要事項を入力し

て下さい。 

③ ＩＤ（メールアドレス）、パスワード設定後、代表者登録を行い、各種参加登録（大会参加・研究部会）

やご予約（意見交換会・宿泊・弁当・シャトルバス等）を行ってください。 

④ 以降ログインにより、マイページにて予約確認や変更取消が行えます。 

なお、取消料が発生する時期以降については、ウェブでの取消・変更が行えませんので、ＦＡＸまた

はメールにてご連絡願います。 

 

■FAX・郵送によるお申込 

① 別紙申込書に必要事項をご記入の上、東武トップツアーズ（株）徳島支店まで FAX又は郵送にて

お申込下さい。郵送によるお申込の場合は、必ず「参加申込書」コピーの保管をお願いいたします。 

② 申込受付後、東武トップツアーズ（株）徳島支店より「受信(受領)確認書」をお送りします。 

＊FAX送信後、５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申込後の変更・取消につきましては、FAXにてご連絡ください。（お電話では受付いたしかねます） 

 

 ■発送とご精算について 

①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、１０月２８日（月）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」を送付いたしますので、１１月６日（水）までに請求書に記載された振込口座までに 

お支払い下さい。 

②振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。 

     領収書は、原則として振込用紙の払込受領書をもって換えさせて頂きます。 

③返金がある場合は、大会終了後１か月以内を目途に返金いたします。 

 

≪ 申込み締切日： 令和元年１０月１６日（水）１８：００必着 ≫ 
 
 
 

https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/zenyokyo2019/


 
８、お申込からご精算までのスケジュールについて 
   
●申込締切日                        令和元年１０月１６日（水）１８：００ 
●大会参加券類・宿泊券・請求書送付予定日    令和元年１０月２８日（月）頃 
●お支払い期限                       令和元年１１月６日（水） 

    
   
 
９、取消料について 

参加（変更を含む）・宿泊・意見交換会・昼食弁当の変更及び取消は、申込時の申込書に上書き修正か 

備考欄へその旨をご記入のうえ、必ずＦＡＸ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、各取消料発生日以降はインターネットより変更・取消の手続きが 

出来ませんのでＦＡＸまたはメールにてご連絡をお願いいたします。 

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。 

取消日/取消料 宿泊 
意見交換会 
シャトルバス 

弁当 

 
旅行開始日の 
前日から起算して 

2１日前まで 無料 
無料 

無料 20日前から８日前まで 代金の 20％ 

７日前から２日前まで 代金の 30％ 代金の 30％ 

旅行開始日前日の解除 代金の 40％ 代金の 80％ 代金の 50% 

旅行開始日当日の解除 代金の 50％ 
代金の 100％ 代金の 100% 

旅行開始後の解除または無連絡不参加 代金の 100％ 

 ＊取消日が土日祝にかかる場合、17:30以降の受付は翌営業日の扱いとなりますので、予めご了承願います。 

 

 参加費については理由の如何を問わず、ご返金できませんので予めご了承ください。 
 
＜お申込についてのお問い合わせ＞ 
    

  【旅行企画・実施】 
 

東武トップツアーズ㈱徳島支店 

      TEL：０８８－６２２－８９１４   FAX：０８８－６２２－９７０３ 

〒770-0841徳島市八百屋町 3-26大同生命徳島ﾋﾞﾙ６階   

    営業時間 月～金曜日 9:30～17:30（土日祝休業） 

    担当者：筒井・永井・植田   総合旅行業務取扱管理者 中村良    

     観光庁長官登録旅行業第３８号 JATA正会員 ボンド保証会員 

 
 

 



 

客国 19-429 

（2）この旅行条件・旅行代金は令和元年 9月 1 日 
現在を基準にしております。 

令和元年 9月 1 日版 


