第 45 回心理リハビリテイションの会全国大会
長崎大会
～ 大会参加・宿泊・交流会

お申込みのご案内【9 月 28 日修正版】 ～

拝啓 皆様方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
この度『第 45 回心理リハビリテイションの会全国大会（長崎大会）』が、来る 1１月 30 日(土)に
長崎市にて開催されますことを、心よりお慶び申し上げます。
各地より大会にご参加されます皆様の便宜を図るため、大会参加登録と交流会登録また宿泊
の手配を名鉄観光サービス㈱長崎支店がお手伝いさせていただくことになりました。
大会のご成功に向け、スタッフ一同、精一杯のお手伝いをさせていただきますので、皆様からのお申
込みを心よりお待ち申し上げております。
敬具
名鉄観光サービス㈱長崎支店長
樺嶋 浩喜

１．大会参加申込について
◆申込方法
別紙「大会参加・交流会・宿泊等申込書」に必要事項をご記入の上、10 月 25 日(金)までに
ＦＡＸまたはＥ-mail にて名鉄観光サービス㈱長崎支店へお早めにお申込みください。
「申込書」は必ず控えをお持ち下さい。
Ｅ-mail にて申し込みの際は、大会ホームページの「大会・交流会・宿泊等申込書」をダウンロー
ドして、ご利用ください。
◆参加費
種別：一般 8,500 円
学生（大学院生含む）5,000 円
トレーニー及びＯＢ 無料
※ 宿泊等の申込が不要な場合でも、大会に参加される場合は必ず申込書をお送りください。
大会参加費につきましては、ご入金後の返金ができませんのでご了承ください。

会場： 長崎ブリックホール（メイン会場）
〒852-8104 長崎県長崎市茂里町 2-38
TEL：095-842-2002
ＪＲ浦上駅から徒歩 5 分
路面電車・バス 茂里町停留所下車徒歩 3 分

２．交流会のご案内
ご参加の皆様との意見交換や情報交換のため、会場近くのホテルで開催いたします。
皆様お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。
■日
時：2019 年 11 月 30 日（土）１９：００開始
■会
場：ザ・ホテル長崎 BW プレミアコレクション
■会
費：大人（18 歳以上）8,0００円、子供（小学生～18 歳未満）3,000 円
■参加ご希望の方は申込書の「交流会」欄に○印でご記入ください。
※ 当日の参加申込はできません。必ず事前にお申込みください。
■全体会会場（長崎ブリックホール）より徒歩12分

３．交通機関のご案内
来県に関する交通案内は大会ＨＰに掲載予定です。
高速バスについては直接バス会社にお願いいたします。飛行機・ＪＲのみご相談お伺いいたします。
※ ホテルと会場までの関係地図も掲載予定です。参考にしてください。
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４．宿泊のご案内
■宿泊設定日：2019年 11 月 28 日（木）前前泊/11 月 29 日（金）前泊～11 月 30 日（土）
■宿泊料金は、１泊朝食付き（サービス料・税込）のお一人様料金です。
■添乗員は同行いたしません。最少催行人員 1 名。
【長崎市内指定宿泊ホテル一覧】
料金
料金
ホテル名
タイプ
申込記号
（11/28～29）
（11/30）
ザ・ホテル長崎
ＢＷプレミアコレクション
【懇親会会場】

シングル

A-1

14,850 円

15,950 円

ツイン

A-2

9,350 円

10,450 円

ホテルベルビュー長崎

シングル

Ｂ

9,500 円

8,700 円
（素泊まり）

長崎バスターミナルホテル

シングル

Ｃ

9,300 円

9,500 円

コンフォートホテル長崎

シングル

Ｄ

8,200 円

8,200 円

東横 INN 長崎駅前

シングル

Ｅ

7,500 円
（11/29 のみ）

8,100 円

（１）お申込みの際は別紙申込書に「申込記号」をご記入ください。
（２）お申込み順に受け付けますので、ご希望のホテルが満室の場合には、他のホテルにご案内させて
いただきますことをご了承ください。
（３）必ず第２希望までご記入ください。ホテルの部屋数には限りがあるため、ご希望に沿えない場合
もございます。予めご了承ください。
（４）ツイン(２名１室)をご希望される場合は、必ず同室者氏名を申込書の所定欄にご記入ください。
（５）禁煙・喫煙のご希望を申込書の所定欄にご記入ください。なお予約状況によりましては、ご希望
に沿えない場合もございます。予めご了承ください。
（６）朝食が不要な場合でも特別料金のため返金できません。
（７）地域の特性上、宿泊施設に駐車場がない場合がございます。各ホテルＨＰにてご確認ください。
※ 11/30 のＢ ホテルベルビュー長崎は朝食なしの素泊まりのみになります。ご了承ください。
※ 11/28 のＥ 東横 INN 長崎駅前は設定がありません。ご了承ください。

５．申込からご精算までのご案内
（１）所定のお申込み用紙に必要事項をご記入の上、FAX または E - mail にてお申込ください。
※ 電話による申込み・変更等はトラブルの原因になりますのでご遠慮下さい。
（２）申込み締切日：2019 年 10 月２５日（金）まで
締切後のお申込みについては、ご希望に添えない場合がございます。
予めご了承くださいませ。
（３）参加券、宿泊券、交流会参加券、請求書等をお申込代表者へご利用日の

2 週間前ぐらい前をめどに発送させていただきます。
（４）ご請求書等の記載内容をご確認の上、指定期日までに銀行振込にてお支払下さい。
（５）振込手数料はお客様ご自身にてご負担下さい。
.
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６．お申込み後の取消・変更について
（１）変更・取り消しは申込書の控えに内容をご記入いただき FAXにてご連絡く ださい。
間違い防止のため、電話での変更・取消はお受けできませんのでご了承ください。
（２）営業時間外の変更・取消は翌営業日の取扱いとなりますので、ご注意ください。
（３）予約の変更・取消につきましては、下記の取消料を申し受けます。
（４）返金が発生した場合、大会終了後弊社よりご返金の連絡をいたしますので
その際に返金口座をお知らせ下さい。
大会終了後 1ヶ月以内に処理させていただきます。
無連絡不参加
取消日
21 日前
20～8 日前 7～2 日前
前 日
当 日
旅行開始後
参加費

入金後の返金はありません。

宿 泊

0％

20％

30％

40％

50％

100％

交流会

0％

20％

30％

40％

50％

100％

７．個人情報の取扱について
名鉄観光サービス株式会社は、お申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、主催者事務局様に提供いたします。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。
詳しくは弊社ホームページ（http://www.mwt.co.jp/info/kojinjohogo.shtml）をご覧ください。

８．ご旅行条件の要約
（募集型企画旅行契約）
宿泊・保険は名鉄観光サービス㈱（愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目 14-19 観光庁長官登録旅行業５５
号・以下「当社」という）が企画する旅行であり、この旅行に参加される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。また、契約の内容・条件とは各プランごとに記載されている条件のほか、下
記条件出発前にお渡しする確定書面及び当社募集型企画旅行契約の部によります。
（旅行の申し込み及び契約成立）
所定の申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたは E - mail にてお申し込みください。また指定の期日まで
に代金をお振込みください。
（旅行代金に含まれるもの）
各プランの旅行日程に明示された宿泊費、特別補償および消費税が含まれます。
なお、行程に含まれない交通費等諸費用および個人的費用は含みません。
（旅行条件・旅行代金の基準）
この旅行条件は 2019 年 8 月１日を基準としています。旅行代金 2019 年 8 月１日現在有効な 運賃・規
則を基準としております。
●お問い合わせ・お申込み先
名鉄観光サービス（株）長崎支店 『第 45 回心理リハビリテイションの会全国大会 長崎大会 宿泊係』
観光庁長官登録旅行業第 55 号・日本旅行業協会正会員
〒850-0033 長崎市万才町 4-15 日本生命ビル新館４階
TEL：095-824-1200 FAX：095-824-1976
営業時間：9:30～17:00（土・日・祝祭日休業）
旅行業務取扱管理者：樺嶋 浩喜
担当：今井 豊
yutaka.imai@mwt.co.jp
E-mail:
名鉄観光ホームページ

http//:www.mwt.co.jp
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