第６４回全国学校給食研究協議大会 三重大会
大会参加・宿泊プランのご案内
この度「第６４回全国学校給食研究協議大会三重大会」が開催されます事を心よりお祝い申し上げます。
ご参加いただきます皆様方のご便宜を図るため、大会事務局様のご了承を得て、参加登録、宿泊等をトップツアー株
式会社三重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。
皆様方の多数のお申込みを、心よりお待ち申し上げております。
期

日

平成２５年１０月３１日（木曜）～１１月０１日（金曜）

開催地

三重県津市

大会会場

三重県総合文化センター

〒514-0061 三重県津市一身田上津部田1234

 大会参加費 ； お一人当たり ５,０００円
詳細につきましては『第６４回全国学校給食研究協議大会三重大会開催要項』をご覧ください。
大会参加費は大会事務局の依頼により、トップツアー㈱三重支店が代行受付いたします。

 大会冊子のみ希望の場合の代金 ： １冊 ２,０００円
大会冊子は各都道府県教育委員会に一括して送付させていただきます。

１．お申込みのご案内
① お申込み方法
別紙申込書に必要事項をもれなく記入し、各都道府県教育委員会にて取りまとめの上、トップツアー㈱三重支店まで
ＦＡＸまたは郵送にてお申込みください。（お間違い防止のため、お電話による申込は受け付けておりません）
また、大会受付情報は、大会専用ホームページ（ｈｔｔp;//www.toptour.co.jp/conv/3420/ksk64/)にて８月１０日より掲
載をいたしておりますので、参考にしてください。
別紙申込書は２枚あります。なお、大会専用ホームページにも申込書を掲載しておりますので、プリントアウトいただ
き、ご利用ください
１．大会参加者用申込書
２．大会冊子専用申込書 （大会参加なし）

② お申込み締切日
平成２５年９月１３日（金曜）必着
③ お申込み後のスケジュール
１０月上旬に大会参加券、予約確認書、費用明細書等をお送りいたします。諸費用は１０月１８日（金）までに、送付
書類記載の指定口座にご入金ください。振込手数料は各自ご負担いただきますようお願いいたします。大会当日は、
お送りいたしました各種券をご持参の上お越しください。

④ 変更・取消方法
お申込み後に変更・取消が生じた場合は、変更取消箇所がわかるように申込書にご記入の上、ＦＡＸにてご連絡くだ
さい。お間違え防止のため、お電話による変更、取消はお受けいたしません。
取消日とは、お申込者が弊社の営業日、営業時間内にお申し出いただいた日とさせていただきます。
ご返金が伴う場合は、大会終了後、取消料、振込手数料を差し引きして、お振込みさせていただきます。
取 消 日
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

宿泊プラン

①１４日目にあたる日以前の場合

無 料

②１３日目にあたる日以降の場合

代金の１０％

③４日目にあたる日以降の場合

代金の２０％

④前日の場合

代金の３０％

⑤当日の場合

代金の５０％

旅行開始後、無連絡取消の場合

全 額

大会参加費・冊子代・弁当代

原則として返金できませんの
でご了承ください

⑤ お申込み・お問い合わせ先
トップツアー株式会社 三重支店
住

所 ； 〒514-0035

第６４回全国学校給食研究協議大会三重大会 係り

三重県津市西丸の内21-19 丸の内ジャスティス３階

Ｔ Ｅ Ｌ ； ０５９－２２１－３３３１
Ｆ Ａ Ｘ ； ０５９－２２１－３３３２
担

当 ： 舘

泰英、磯田 淳一

営業時間； 平日 ９：００～１８：００

土・日・祝祭日

休業

＜旅行企画・実施＞

トップツアー株式会社 三重支店
観光庁長官登録旅行業第３８号
（社）日本旅行業協会会員 ボンド保証会員
旅行業公正取引協議会会員
総合旅行業務取扱管理者 ； 森口 正尚

２．宿泊プランのご案内
宿泊設定日

平成２５年１０月３０日（水）・３１日（木）・１１月１日（金）

旅行代金（宿泊代金） ※下記代金は、お１人様あたり、１泊朝食付き、税金・サービス料込みの料金です
申込番号

ホテル名

部屋タイプ

宿泊代金

立地・iアクセス など

①

ホテルグリーンパーク津

シングル

８,５００円

ＪＲ・近鉄津駅前

徒歩１分

②

ドーミーイン津

シングル

８,６００円

ＪＲ・近鉄津駅前

徒歩２分

③

ホテルザグランコート津西

シングル

６,７００円

ＪＲ・近鉄津駅より 徒歩５分

④

ホテルエコノ津駅前

シングル

６,３００円

ＪＲ・近鉄津駅前

徒歩２分

⑤

ホテルサンルート津

シングル

６,０００円

ＪＲ・近鉄津駅前

徒歩２分 朝食無

⑥

ホテルルートイン津

シングル

６,５００円

ＪＲ・近鉄津駅より 徒歩５分

⑦

津都ホテル

シングル

８,８００円

ＪＲ・近鉄津駅より 車で１０分

⑧

フェニックスホテル

シングル

７,０００円

ＪＲ・近鉄津駅より 車で１０分

⑨

ホテルキャッスルイン津

シングル

６,８００円

ＪＲ・近鉄津駅より 車で１０分

⑩

ホテルプラザ洞津

シングル

６,８００円

近鉄津新町駅より 徒歩３分

⑪

ホテルルートイン久居インター

シングル

６,５００円

近鉄久居駅車で５分，会場までは30分

別紙申込書の宿泊申込記号の欄に、第２希望まで記入してください
お申込みの受付は先着順とさせていただきます。ご希望の宿泊施設が満室の場合は、第２希望や他の施設
になる場合がありますので、予めご了承願います。 ＜①のホテルのみツイン有り、お問い合わせください＞
多人数でのお申込みの場合は、分宿になる場合もあります。
最少催行人員は１名様です。添乗員は同行いたしません。
各宿泊施設でのチェックイン手続きはお客様ご自身でおこなっていただきます。

３．昼食弁当のご案内
１１月１日（金）の昼食弁当をご用意しております。大会会場周辺は、食事施設が少なく込み合うことがよ予想され
ます。是非ご利用ください。なお、当日販売はいたしませんので、ご注意ください。

１１月１日（金） 昼食弁当 （三重の食材を盛り込んだオリジナル弁当・お茶付き）

１,０００円（税込み）

会場・ホテルマップ

津周辺地図
①ホテルグリーン
パーク津

三重県総合文化センター

②ドーミーイン津
③ホテルザグラン
コート津西

津

1

④ホテル
エコノ津駅前

4

2

⑤ホテル
サンルート津

5

3

⑥ホテルルートイン津

6

⑦津都ホテル
⑧フェニックスホテル
⑨ホテル
キャッスルイン津
⑩ホテルプラザ同津

⑪ホテルルートイン
久居インター
（津駅より車25分）

8
7

10

9

11

大会会場（三重県総合文化センター）までの主な交通機関のご案内
鉄道ご利用

近鉄名古屋線 津駅下車、JR紀勢本線 津駅下車、伊勢鉄道 津駅下車
※名古屋から約1時間・大阪から約1時間40分

路線バス

津駅西口から約５分(三重交通路線バス) 大会当日は増便を予定 （認可によります）
総合文化センター行き・夢が丘団地行き（系統番号89） 乗車
総合文化センター前・総合文化センター 下車すぐ

徒

津駅西口から約25分、江戸橋駅から西へ向かい約20分

歩

マイカーご利用

伊勢自動車道芸濃インターから約１５分
伊勢自動車道津インターから約１０分

ご旅行条件（要約）

募集型企画旅行契約
この度は、トップツアー株式会社三重支店（三重県津市西丸の内21-19 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。また旅行条件は下記によるほか、別途お渡しする旅行条
件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
旅行のお申込および契約成立の時期
（１）所定申込用紙に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申込みください。お申込金は旅行代金お支払いの際、差し引かせていただきます。
（２）電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨、通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込
金の支払いをしていただきます。
（３）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
旅行代金の支払い
旅行代金は旅行出発日前日からさかのぼって、１３日目にあたる日より前（お申込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払いください。
また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがありま
す。この場合のカード利用日は、お客様から申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
取消料 （お１人様）
１．旅行開始の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日以前の解除
（日帰りにあたっては１１日目） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．２０日目（日帰りにあたっては１０日目）にあたる日以降の解除 （３～５を除く） ・・・・・・・・・・・・・・
３．７日目にあたる日以降の解除 （４～５を除く） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．旅行開始日の前日の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５．当日の解除 （６を除く） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
６．旅行開始後の解除または無連絡取消 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

無料
旅行代金の２０％
旅行代金の３０％
旅行代金の４０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送期間の運賃、料金、宿泊費、食事代および消費税等諸税。
これらの費用はお客様の都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
（コースに含まれない交通費等の諸費用および個人的費用は含みません）
「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます）より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料の支払いを受ける」こと（以下「通信
契約」といいます）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱いができない場合がありま
す。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
（１）契約成立は当社が、電話または郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍａｌｌ 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお
客様に到着したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
（２）「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。ま
た、取消料のカード利用日は「契約解除依頼日」の翌日から起算して７日以内とします。
（３）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を
申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに、現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
個人情報の取扱について
（１）当社および販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に、記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく
ほか、お客様が申込みをいただいた旅行において、運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のために、手続き
に必要な範囲内で利用させていただきます。
（２）当社は旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報をお土産店に提供することがあります。この場合お客様
の氏名及び搭乗される航空便等に係る個人情報を、予め電子的方法等で送付することによって提供をいたします。なお、これらの個人情報の提供
の停止を希望される場合は、お申込み店に出発前までにお申し出ください。
旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、２０１３年７月１日を基準としております。また旅行代金は、２０１３年７月１日現在の有効な運賃、規則を基準として算出しています。
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

