大会参加のご案内

大会参加・宿泊等のご案内
謹啓 皆様方には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 この度「第９回全国精神保健福祉家族大会」が三重県
津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。御参加いただきます皆様方のご便宜を図る為、実行
委員会様の御了承を得て、参加登録・宿泊・観光等を名鉄観光サービス株式会社津支店にてお手伝いさせていただ
きます。 大会の成功をお祈りいたしますとともに、皆様方にご満足いただけますように誠心誠意努力いたす所存で
ございます。皆様方の多数の御利用を心よりお待ち申し上げます。
謹白
２０１６年６月吉日
名鉄観光サービス（株） 津支店
支店長 谷中 一仁

１．申込方法のご案内について
（１）申込方法
・申込書に必要事項をご記入の上、FAX・郵送・E-Mail(申込書添付）にてお申込ください。
・お申込内容に変更が生じた場合は、申込書に加筆訂正の上、弊社に FAX・E-Mail にてご連絡ください。
（申込書の控えをかならず保管してください。）
※お電話による申し込み・変更等は間違いの防止のため、お断りしております。ご了承ください。
・原則としてお申し込み順とさせていただきますので、お早めにお申込ください。
・予約内容の変更・取消につきましては、営業時間内の受付とさせていただきますので、予めご了承ください。
・ご請求は申込代表者様に発送させていただきます。請求先（名）が異なる場合は申込書を分けてお申込くださ
い。
（２）申込締切日

２０１６年９月２０日(火)必着
（３）参加証等発送及びお支払いについて
・お申込受付後、順次申込回答書を FAX・E-Mail にて返信させていただきますので、お申込内容と相違がないか
必ずご確認ください。
・大会開催日の２週間前に大会参加券・分科会参加券・観光参加券・ご請求書等をお送りさせていただきます。
・旅行代金はご請求書記載の銀行口座へ指定日までにお振込みください。 ※銀行振込手数料はお客様ご負担
となります。予めご了承ください。
・大会開催日の 1 週間前になりましても、大会参加券・ご請求書等が到着しない場合は、お手数ですが弊社
大会担当までお問い合わせください。
・領収証が必要なお客様は、予め申込書のお客様通信欄に「領収証必要」及び「宛名」など記載方法をご記入の
うえ、お申し込みください。
（４）個人情報について
・お預かりしました個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」並びに「当社個人情報保護方針」に基づき、漏
洩・不正利用・改ざんなどのないように適正な管理に努めます。また、当社は大会実施や旅行手配に必要な
範囲内で大会事務局とお客様の個人情報を共同して利用いたします。お預かりした個人情報については、必
要な保有期間終了後確実に消去いたします

（５）申込先
〒５１４-０００４ 三重県津市栄町３丁目１４１－１ モアビル５階
名鉄観光サービス（株）津支店 「第９回全国精神保健福祉家族大会」デスク
ＴＥＬ：（０５９）２２５－７６７６、ＦＡＸ：（０５９）２２５－７６３３
E-mail： minna.mie@mwt.co.jp
担当／鉞田（おのだ）、田口、穂積 営業時間／9：30～17：30（土・日・祝日の除く）

２．申し込みご案内について
（１）参加申し込みのご案内
■全体会日時 ： ２０１６年１０月２７日（木）
■参加種別及び参加費

１０：００受付開始

【参加種別】 ①家族 ②障害のある人 ③一般 ④行政 ⑤学生
【参加費（ 資料代含む）】
家族・行政・医療福祉支援者・一般
障害のある人（当事者）
学生

３,０００円
５００円
１,０００円

（２）分科会について
■分科会日時 ： ２０１６年１０月２８日（金） ９：００受付開始
◎分科会参加ご希望の方は、申込書の分科会欄に申込番号をご記入ください。
【参加種別】
申込番号① 第１分科会 「広げようアウトリーチ」～地域でくらす本人、家族によりそって～
申込番号② 第２分科会 「元気な家族会に！！」
申込番号③ 第３分科会 「安心してくらせる社会を目指して」 ～差別解消法 これからを対話しよう～
申込番号④ 第４分科会 「はじめよう！ 若者への啓発を」
申込番号⑤ 第５分科会 「ピアカフェ」 ～みんなでしゃべろう～
◎分科会お申込は、お一人様１件とさせていただきます。
◎分科会希望欄には、必ず第３希望までご記入ください。尚会場の収容人数の都合によりご希望に添えない場
合がございますのでご了承ください。
（３）参加費お支払い後の取消について
◎変更・取消などにより、ご返金が生じた場合は大会終了後にご指定の口座へご返金させていただきます。但
し、１０月１７日（月）以降の取消については、ご返金いたしかねます。

３．懇親会のご案内

旅行商品ではありませんので、旅行条件は適用されません。懇親会は旅行契約に該当しません。
１０月１７日（月）以降、懇親会の取消は受け付けますが、返金はできません。

◎参加ご希望の方は、申込書の参加種別欄に○印をご記入ください。
■参 加 費 ： ７,０００円（お一人様）
■日

時 ： ２０１６年１０月２７日（木） １８：３０ 開始

■会

場 ： 津都ホテル・津センターパレス

■アクセス ： 専用シャトルバスを運行いたします。（所要時間：片道約１５分）

宿泊のご案内
４．宿泊のご案内

宿泊のご予約は名鉄観光サービス（株）津支店が企画・実施する「募集型企画旅行」です。 旅行条件書を必ず
お読みいただいてからお申込ください。

◎宿泊予約をご希望の方は申込書の宿泊をご記入下さい。
①宿泊料金はお一人様 1 泊朝食付（朝食サービスの施設も含む）、サービス料・税金を含みます。
②宿泊設定日２０１６年１０月２６日（水）・２７日（木）の２泊をご用意しております。
③ツインを希望される場合は、同室者氏名を必ずご記入下さい。
④お申し込み順により、ご希望のホテルが確保できない場合がございますので、第２希望まで必ずご記入下さい。
⑤朝食が不要な場合でもご返金はできません。予めご了承下さい。
⑥添乗員は同行しませんので、ご宿泊の手続きはお客様ご自身で行ってください。
申込
記号

部屋
タイプ

部屋

料金（円）
/泊

1S

シングル

1名1室

9,500 円

1T

ツイン

2名1室

9,000 円

２S

シングル

1名1室

9,500 円

３S

シングル

1名1室

8,500 円

３T

ツイン

2 名１室

8,000 円

④

４S

シングル

１名１室

8,500 円

ホテルエコノ津駅前

⑤

５S

シングル

1名1室

8,000 円

ホテルルートイン津

⑥

６S

シングル

1名1室

7,500 円

ホテルキャッスルイン津

⑦

７S

シングル

1名1室

7,500 円

ホテル・ザ・グランコート
津西

８S

シングル

1名1室

7,000 円

⑧
８T

ツイン

2名1室

7,000 円

ホテル名

番号

ホテルグリーンパーク津

①

天然温泉 けやきの湯
ドーミーイン津

②

津都ホテル

③

三交イン津駅前～四季

乃湯～

アクセス
ＪＲ・近鉄津駅東口より徒歩１分
＊津駅直結で便利です。
駐車場周辺有料 P 利用
津東口より徒歩１分＊天然温泉
でリフレッシュ、P 予約制
津駅東口より「バス」1 番・2 番乗
り場より（７分）三重会館前下車徒
歩１分。懇親会会場です。
津駅より徒歩 1 分。大浴場完備、
駐車場有料先着順 5 台
津駅東口より徒歩 3 分＊駅近
至便、駐車場 520 円先着順
津東口より徒歩６分
＊人工温泉大浴場、駐車場完備
津駅より三重交通バスで１０分
＊貸切温泉有り 150 円別料金、
無料駐車場あり。
ＪＲ・近鉄津駅西口より徒歩５分
駐車場宿泊者様無料（先着順・
予約不可）

５．昼食弁当のご案内
■予約設定日：２０１６年１０月２７日(木）・１０月２８日（金）
■代

金：1 食につき 1,000 円（お茶つき・税込）

■食事場所：会場内食事会場
■申込方法：申込書の弁当欄に○印をご記入ください

６．当日参加申し込みのご案内
○参加種別及び参加費につきましては、２「申し込みのご案内について」をご参照ください。
1 日のみのご参加でも、所定の参加費が必要となります。
（1) 当日参加申し込みのご案内（ 初日）
■全大会日時 ： ２０１６年１０月２７日（木）10:00 受付開始
（2) 当日参加申し込みのご案内（ 2 日目、分科会よりの参加の場合）
■全大会日時 ： ２０１６年１０月２８日（金） 9:00 受付開始

Ｍ a p

【津駅】

①ホテルグリーンパーク津、
②天然温泉 けやきの湯 ドーミーイン津、
④三交イン津駅前～四季乃湯～、⑤ホテルエコノ津駅前、 ⑧ホテル・ザ・グランコート津西
↑至 名古屋方面
↑至 大会会場
三重県総合文化会館
１．８ｋｍ 車で５分

近鉄線

西口

ＪＲ線

①

④

津駅

⑤

東口

23

②
大会会場行き
シャトルバス乗り場
↓至 伊勢・賢島方面

⑧

【懇親会会場周辺】

③津都ホテル、⑥ホテルルートイン津、⑦ホテルキャッスルイン津

⑥
懇親会場・③

⑦
津都ホテル
津センターパレス
〒514-0027
三重県津市大門 7 番 15 号

○大会終了後、会場より「懇親会行きシャトルバス（無料）」を運行いたします
○懇親会終了後、「津駅行きシャトルバス（無料）」を運行いたします」

観光のご案内
７．日帰り観光のご案内

観光のご予約は名鉄観光サービス（株）津支店が企画・実施する「募集型企画旅行」です。 旅行条件書を必ず
お読みいただいてからお申込ください。

【申込記号 A】 みんな大好き日本最大級の水族館「鳥羽水族館」
◆旅行代金 ： お一人様 ７,５００円（大人）、７,４００円（６５歳以上）、６,２５０円（小中学生）、５,６３０円（３歳以上）、
６,２５０円（障害者割引・手帳を持参下さい） ◆添乗員付き
◆募集人員 ： ８０名様 （最少催行人員３０名）
◆食事条件 ： 昼食１回 （車内弁当）
◆開 催 日 ： ２０１６年１０月２８日（金）
三重県総合文化センター＝＝鳥羽水族館（見学）＝＝＜伊勢志摩スカイライン＞＝＝＝朝熊山展望台
１３：００発（大会終了後）
１４：３０～１６：２０
１６：４０～１７：００
＝＝＝近鉄宇治山田駅＝＝＝ＪＲ伊勢市駅＝＝＝津なぎさまち(エアポートラインで中部国際空港へ)
１７：３０
１７：４０
１８：４０（19：00 発に接続）乗船料は旅行代金に含みません
１７：２０

【申込記号 B】 一度はお伊勢参り「伊勢神宮内宮参拝」と「おかげ横丁散策」
◆旅行代金 ： お一人様 ５，０００円（おとな、こども同額）
◆募集人員 ： ８０名様 （最少催行人員３０名）
◆開 催 日 ： ２０１６年１０月２８日（金）

◆添乗員付き
◆食事条件 ： 昼食１回 （車内弁当）

三重県総合文化センター＝＝＝＝＝＝伊勢神宮内宮(参拝)・おかげ横丁(散策)＝＝＝＝＝
１３：００発（大会終了後）
１４：００ ～ １６：１５
＝＝＝近鉄宇治山田駅＝＝＝JR 伊勢市駅＝＝＝津なぎさまち(エアポートラインで中部国際空港へ)
１６：３０
１６：４０
１７：４０（18：00 発に接続）乗船料は旅行代金に含みません
●日帰り観光に参加ご希望の方は、申込書の日帰り観光欄に申込記号をご記入ください。
１７：２０
項目
取消料
参加費

１０月１７日以降の取消 100％

懇親会

１０月１７日以降の取消 100％

宿泊

当日取消 100％

前日取消 50％

弁当

当日取消 100％

前日取消 50％

観光

２～７日前取消 30％
２日前取消 30％

３日前取消無料

無連絡不参加及び
旅行開始後の解除

旅行開始日
当 日

旅行開始日
前 日

旅行開始日
２～７日前

旅行開始日
８～１０日前

旅行開始日
１１日前迄

旅行代金の
100％

旅行代金の
50％

旅行代金の
40％

旅行代金の
30％

旅行代金の
20％

無料

旅行条件＜要約＞ 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12
条の 5 に定める契約書面の一部となります。この条件に定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。

この旅行は、名鉄観光サービス株式会社 津支店（以下「当社」といいます。）が企画・実施する
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（以下「旅行契約」と
いい ます。）を締結することになります。旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの記載内容
および別 途お渡しする旅行条件書、確定書面（クーポン類または最終日程表）ならびに当社旅
行業約款募 集型企画旅行契約の部によります。
１、お申し込み方法と旅行契約の成立
(1)当社の定める方法によりお申し込みください。旅行代金は指定の方法により当社の定める
日 までにお支払ください。
(2)お申込みの時点では旅行契約は成立しておりません。旅行契約は、当社が締結を承諾し、
旅行 代金を受領した時に成立するものとします。
２．旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
当パンフレットに記載した旅行の交通費、宿泊費、食事代等およびその消費税等諸税相当額
が含 まれています。これらの諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しは
いたしま せん。行程に含まれない交通費、飲食費等ならびに個人的性質の諸費用は含まれて
いません。

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱営業者での取引の責任者で
す。このご旅行の
契約に関し、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業
務取扱管理者にお尋ねください

３、旅行契約の解除
お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができ
ます。 なお、取消日とは、お客様が当社またはお申込店の営業日・営業時間内に
旅行契約を解除する 旨をお申し出いただいた日とします。
●お客様のご都合で既にお申込みのコースや出発日を取消され、新たに別のコー
スや出発日 をお申込みになる場合、また、お申込人数から一部の人数を取消され
る場合も、旅行代金に対 してお 1 人様につき上記の取消料の対象となりますので、
あらかじめご了承ください。
●このパ ンフレットは、平成２８年６月６日現在を基準としております。

＜企画実施＞ 名鉄観光サービス株式会社 津支店（観光庁長官登録旅行業第５５号・日本旅行業協会正会員）
三重県津市栄町 3 丁目 141-1 モアビル 5 階
TEL （０５９）２２５－７６７６ 、FAX （０５９）２２５－７６３３
旅行業務取扱管理者 松田 浩二
担当 鉞田（おのだ）、田口、穂積
三重県津市栄町 3 丁目 141-1

モアビル 5 階

Ａｃｃｅｓｓ
会場へのアクセスのご案内（近鉄・ＪＲ）
ＪＲ関西本線
乗車券 1,270 円
名古屋方面より 指定券 320 円
名古屋 ― 津
みえ１号 （８：３７発） （９：３８着）
みえ３号 （９：３７発）（１０：３０着）

近鉄
乗車券 1,010 円
名古屋方面より 指定券 900 円
近鉄名古屋 ― 津
特急賢島行（９：１０発）（９：５９着）
特急難波行（９：３０発）(１０:１９着）
急行五十鈴川行(９:２１発）(１０:２４着)

近鉄
乗車券 1,680 円
大阪方面より
指定券 1,320 円
大阪難波 ― 津
特急名古屋行(９:００発）(１０:２３着)
特急名古屋行(９:３０発）(１０:５８着)

津エアポートライン
乗船料 2,470 円
中部国際空港より
路線バス 220 円
中部国際空港(高速船) ～ 津なぎさまち（路線ﾊﾞｽ、ﾀｸｼｰ乗換） ― 津駅東口（大会シャトルバスに乗換）
ｴｱﾎﾟｰﾄﾗｲﾝ （９：００発）
（１０：４５着、１０：５２発）
（１１：０２着）東口より、西口へ移動下さい
ｴｱﾎﾟｰﾄﾗｲﾝ（１０：００発）
（１１：４５着、１２：０１発）
（１２：１１着）

三重県総合文化センター
住所：〒514-0061 三重県津市一身田
上津部田 1234 番地
TEL:059-233-1111（代表）
最寄駅：津駅（近鉄名古屋線、JR 紀勢線、
伊勢鉄道）より車で 5 分（1.8 ㎞）
津駅西口より大会専用シャトルバスを運
いたすます。

三重県総合文化センター
駐車場のご案内
○伊勢自動車道芸濃インターから約 15 分、
津インターから約 10 分です。
○国道 23 号線信号機「県庁前」から
約 2.8km、所要時間は約 10 分です。
カーナビゲーションには電話番号
（059-233-1111）を入れていただくと便利
す。

