
201９年9月 5日（木）～9月6日（金）の2日間、仙台市にて開催されます上記研究会の参加申込を事務局

様のご依頼に基づき、名鉄観光サービス㈱東北営業本部が事務代行させていただきます。 

下記要項により皆様のお申込みと、ご来仙を心よりお待ち申し上げます。 

名鉄観光サービス㈱東北営業本部 本部長 後藤敏幸 

１．参加のご案内  

参加費 ：お一人様10,000円（資料代含む） 

懇親会費：お一人様 7,000円（希望者のみ） 
※参加費は事務局様の依頼により名鉄観光サービス㈱東北営業本部が事務の代行を致します。 

 参加費につきましては、旅行契約に該当致しません。 

※ご入金後は、参加費の返金は致しかねますのでご了承ください。 

２．旅行代金（宿泊）のご案内 
※参加者の宿泊は、名鉄観光サービス㈱東北営業本部が旅行企画・実施する【募集型企画旅行】です。 

   ※最少催行人員 1 名 （添乗員は同行致しません。） 

   ※喫煙・禁煙のご希望に沿えない場合がございます。予めご了承の程宜しくお願い致します。 

   ※朝食が不要な場合でもご返金は致しかねます。 

■宿泊設定日：当泊9月 5日（木） 

■宿泊条件 ：1泊朝食付（税金・サービス料含む） 

※上記以外のお部屋タイプにてご宿泊をご希望の方は、備考欄にご記入ください。 

※申込後の変更、取消は FAXにてお願い致します。 

    （申込書に変更・取消の内容を記入の上、再度 FAX願います） 

   ※駐車場につきましては、宿泊ホテルまたは近隣の有料駐車場へお停め願います。（各自精算） 

申込番号 ホテル名 客室タイプ 食事条件 宿泊代金 ホテルのご案内

Ａ-1 ホテルＪＡＬシティ仙台 シングル 1 泊朝食付 13,000 円
大会会場から 

徒歩 10分 

Ｂ-1 仙台国際ホテル 
モデレート

ダブル 
同上 13,000 円

大会会場から 

徒歩 10分 

Ｃ-１ ＡＮＡホリデイ・イン仙台 シングル 同上 12,000 円
大会会場から 

徒歩 20分 

Ｄ-1 メルパルク仙台 シングル 同上 11,000 円
大会会場から 

徒歩 30分 

Ｅ-1 仙台サンプラザホテル シングル 同上 10,000 円
大会会場から 

徒歩 30分 

Ｆ-1 アパホテルＴＫＰ仙台駅北 シングル 同上 9,500 円 
大会会場から 

徒歩 15分 

Ｇ-1 ホテルプレミアムグリーンブリン シングル 同上 9,000 円
大会会場から 

徒歩 10分 

Ｈ-1 ホテルユニサイト仙台 シングル 同上 9,000 円
大会会場から 

徒歩 10分 

Ｉ-1 ホテルグリーンマーク シングル 同上 8,500 円 
大会会場から 

徒歩 15分 

Ｊ-1 ホテルグリーンウィズ シングル 同上 8,500 円 
大会会場から 

徒歩 10分 

Ｋ-1 ホテルグリーンライン シングル 同上 8,000 円 
大会会場から 

徒歩 20分 

Ｌ-1 ホテルパールシティ仙台 シングル 同上 8,000 円 
大会会場から 

徒歩 15分 

Ｍ-1 ユニゾイン仙台 シングル 同上 8,000 円 
大会会場から 

徒歩 15分 
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３．会場のご案内 
〈会場：江陽グランドホテル〉仙台市青葉区本町２丁目３−１
※会場アクセスのご案内 

・JR仙台駅から徒歩13分/地下鉄南北線「広瀬通駅」西1出口前    

４．懇親会のご案内 ※懇親会は旅行契約には該当致しません。

※実施日：2019年 9月 5日（木）18：30 ～ 20：30 江陽グランドホテル5階  

※参加費：お一人様 7,000 円 

５．お申込み方法 ※詳しい旅行条件は弊社ホームページ（http://www.mwt.co.jp）をご覧ください。
【各種約款・条件書等について→ご旅行条件書（国内・募集型企画旅行の部）】

別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にて８月２日（金）までお申込みください。 

 8 月中旬頃までに、参加券、宿泊券、ご請求書等を送付致しますので、 

料金をご確認の上、指定口座へご送金願います。（指定口座はご請求書に記載されます） 

 料金送金後の取消・変更等によって返金が生じた場合は大会終了後にご返金致します。 

６．お申込み締切日 

 2019年８月２日（金）まで  

７．取消料について 
 ※参加申込後の取消については、下記のとおり取消料を申し受けますので、ご了承ください。 

※取消日が土日・祝日の場合は、翌営業日扱いとなります。 

 ※返金が生じた場合は大会終了後、ご指定の口座へお振込み致します。 

８．個人情報の取扱いについて 

名鉄観光サービス㈱は、お申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のために利用さ

せていただくほか、宿泊機関の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲内で利用させて

いただきます。また、大会主催事務局に提供致します。上記以外の目的でご本人の了承なく個人情報を第三者

に開示することはありません。その他詳細は当社ホームページでご確認いただけます。 
（名鉄観光ホームページ（http://www.mwt.co.jp））

９．お申込み・お問い合わせ先 

（東北 2019-22100） 

8日前まで 7 日～2日前 前日 当日 
旅行開始後

または無連絡

宿泊 無料 20％ 40％ 50％ 100％ 

懇親会 無料 20％ 40％ 100％ 100％ 

【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第55号・日本旅行業協会正会員

名鉄観光サービス株式会社 東北営業本部 
総合旅行業務取扱管理者 後藤敏幸 

〒980-0021 仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー6階 
TEL 022-263-1371  FAX 022-225-8774 

営業時間：平日 9：30 ～ 17：00（土・日･祝日は休業です）

担当：植松・鵜澤 

※作成基準日：こちらのご案内は2019年６月１５日を基準として作成しております。 



令和元年度 東北ブロック老人福祉施設研究会 参加申込書 

ＦＡＸ：022－225－8774 名鉄観光サービス㈱東北営業本部 行き ※記入欄が足りない場合はコピーしてご利用下さい。 

お申込日 月    日 申込区分（○印）→ 新規 ・ 追加 ・ 変更 ・ 取消 

都道府県名 （〒    －    ）※書類関係送付先住所 申込担当者様 氏名 

所属名 

 TEL

FAX

携帯

ＮＯ
氏名 

（フリガナ） 
役職名 性別 年齢 研究会参加 懇親会 

分 科 会 ご 宿 泊 喫煙 

禁煙 
合計金額 

第1希望 第2希望 9/5 第 1希望 第 2希望

例 
宮城 太郎 

施設長 ○男・女 56 ○ ○ ① ② ○ Ａ-1 Ｂ-1 禁煙 
（ミヤギ タロウ） 

1 

2 

3 

4 

備考（同室者希望等）： 

※代金振込後に人数変更や取消が出た場合、返金振込先をご記入の上、FAXにてお知らせ下さい 

返金先口座：金融機関名 支店名 普通・当座 口座番号 口座名義 
弊社記入欄 

受付 NO. 

※参加の申込は2019年８月２日（金）までにＦＡＸ又は郵送でお願い致します。書類送付先も忘れずご記入下さい。 

※宿泊は部屋数に限りがありますので、必ず第二希望までご記入下さい。（禁煙・喫煙希望もご希望に沿えない場合がございます） 

※駐車場ご利用の場合のお支払に関しましては、各自現地で精算となります。 

※合計金額のご記入は、宿泊が第1希望の場合の合計金額でご記入いただいてかまいません。 


