
 

    

    

（第４４回秋田県視聴覚（第４４回秋田県視聴覚（第４４回秋田県視聴覚（第４４回秋田県視聴覚((((メディアメディアメディアメディア))))教育研究大会／第５１回秋田県高等学校メディア教育研究大会教育研究大会／第５１回秋田県高等学校メディア教育研究大会教育研究大会／第５１回秋田県高等学校メディア教育研究大会教育研究大会／第５１回秋田県高等学校メディア教育研究大会））））    

    

    

    

大会開催期日大会開催期日大会開催期日大会開催期日    ：：：：平成２６平成２６平成２６平成２６年年年年１１１１１１１１月月月月１１１１８８８８日日日日( ( ( ( 火火火火    ））））    １１１１日間日間日間日間    

大会開催会場大会開催会場大会開催会場大会開催会場    ：：：：認定こども園四ツ小屋幼稚園、認定こども園四ツ小屋幼稚園、認定こども園四ツ小屋幼稚園、認定こども園四ツ小屋幼稚園、秋田市立広面小学校、秋田市立御所野学院秋田市立広面小学校、秋田市立御所野学院秋田市立広面小学校、秋田市立御所野学院秋田市立広面小学校、秋田市立御所野学院中学校中学校中学校中学校    

ＮＨＫ秋田放送局、ＮＨＫ秋田放送局、ＮＨＫ秋田放送局、ＮＨＫ秋田放送局、秋田市秋田市秋田市秋田市民民民民にぎわい交流館ＡＵにぎわい交流館ＡＵにぎわい交流館ＡＵにぎわい交流館ＡＵ    

 

平成２６年１１月１８日に標記大会が当地秋田市で開催されますことを心よりお慶び申し上げます。 
大会事務局様からのご指示に基づき、弊社ＪＴＢ東北 法人営業秋田支店が大会参加に関わる宿泊プラン、昼食弁当の 

お申込手続きを担当させていただくことになりました。大会の成功に向け精一杯のお手伝いをさせていただきます。 
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。                

  
ＪＴＢ東北 法人営業秋田支店 
支  店  長   小 林 和 弘 

 

◎◎◎◎宿泊設定日：宿泊設定日：宿泊設定日：宿泊設定日：平成２６平成２６平成２６平成２６年年年年１１１１１１１１月月月月１１１１７７７７日日日日((((月月月月))))    １１１１日間日間日間日間    

◎宿泊施設とご旅行代金のご案内◎宿泊施設とご旅行代金のご案内◎宿泊施設とご旅行代金のご案内◎宿泊施設とご旅行代金のご案内    

申込申込申込申込    

記号記号記号記号    
宿宿宿宿    泊泊泊泊    利利利利    用用用用    ホホホホ    テテテテ    ルルルル    

秋田駅からホテル秋田駅からホテル秋田駅からホテル秋田駅からホテル    

までの所要時間までの所要時間までの所要時間までの所要時間    

ご旅行代金ご旅行代金ご旅行代金ご旅行代金((((大人お一人様・大人お一人様・大人お一人様・大人お一人様・１泊朝食付き１泊朝食付き１泊朝食付き１泊朝食付き))))    

シシシシ    ンンンン    ググググ    ルルルル((((１人１室利用１人１室利用１人１室利用１人１室利用)))) 

１１１１    ホテルメトロポリタン秋田 徒 歩  約１分 ８，５００円 

２２２２    ドーミーイン秋田 徒 歩  約５分 ８，５００円 

        ※記号※記号※記号※記号２２２２：ドーミーイン秋田の客室にはバスタブはなくシャワーのみとなりますが、炭酸水素塩泉の大浴場があります。：ドーミーイン秋田の客室にはバスタブはなくシャワーのみとなりますが、炭酸水素塩泉の大浴場があります。：ドーミーイン秋田の客室にはバスタブはなくシャワーのみとなりますが、炭酸水素塩泉の大浴場があります。：ドーミーイン秋田の客室にはバスタブはなくシャワーのみとなりますが、炭酸水素塩泉の大浴場があります。    

        

●●●●大会特別設定大会特別設定大会特別設定大会特別設定代金代金代金代金のため、朝食不要でもご返金はできません。のため、朝食不要でもご返金はできません。のため、朝食不要でもご返金はできません。のため、朝食不要でもご返金はできません。    

●●●●個人勘定及びこれに伴うサービス料と諸税は各自ご清算願います。個人勘定及びこれに伴うサービス料と諸税は各自ご清算願います。個人勘定及びこれに伴うサービス料と諸税は各自ご清算願います。個人勘定及びこれに伴うサービス料と諸税は各自ご清算願います。    

    ●●●●禁煙禁煙禁煙禁煙・喫煙・喫煙・喫煙・喫煙ルームルームルームルームのご要望を承りますが、数に限りがあるためご要望にお応えできない場合がございます。のご要望を承りますが、数に限りがあるためご要望にお応えできない場合がございます。のご要望を承りますが、数に限りがあるためご要望にお応えできない場合がございます。のご要望を承りますが、数に限りがあるためご要望にお応えできない場合がございます。    

予めご了承下さい予めご了承下さい予めご了承下さい予めご了承下さい    

    ●●●●添乗添乗添乗添乗員員員員：：：：同行しません。ホテルでのチェックイン手続は、お客様ご自身で行っていただきます。同行しません。ホテルでのチェックイン手続は、お客様ご自身で行っていただきます。同行しません。ホテルでのチェックイン手続は、お客様ご自身で行っていただきます。同行しません。ホテルでのチェックイン手続は、お客様ご自身で行っていただきます。    

                        後日、お送りする宿泊確認書をフロントにご提示下さい後日、お送りする宿泊確認書をフロントにご提示下さい後日、お送りする宿泊確認書をフロントにご提示下さい後日、お送りする宿泊確認書をフロントにご提示下さい    

    ●●●●最少催行人員：１名様最少催行人員：１名様最少催行人員：１名様最少催行人員：１名様    

〈宿泊プラン共通日程表〉〈宿泊プラン共通日程表〉〈宿泊プラン共通日程表〉〈宿泊プラン共通日程表〉    

日日日日    次次次次    日日日日                程程程程    食食食食        事事事事    

１１１１    ご自宅又は前泊地又は各地ご自宅又は前泊地又は各地ご自宅又は前泊地又は各地ご自宅又は前泊地又は各地→→→→    （各自移動、お客様負担）（各自移動、お客様負担）（各自移動、お客様負担）（各自移動、お客様負担）→→→→                    各宿泊施設（泊）各宿泊施設（泊）各宿泊施設（泊）各宿泊施設（泊）    朝：×朝：×朝：×朝：×    昼：×昼：×昼：×昼：×    夕：×夕：×夕：×夕：×    

２２２２    各宿泊施設各宿泊施設各宿泊施設各宿泊施設                    →→→→    （各自移動、お客様負担）（各自移動、お客様負担）（各自移動、お客様負担）（各自移動、お客様負担）→→→→ご自宅又は次泊地又は各地ご自宅又は次泊地又は各地ご自宅又は次泊地又は各地ご自宅又は次泊地又は各地    朝：○朝：○朝：○朝：○    昼：×昼：×昼：×昼：×    夕：×夕：×夕：×夕：×    

    
    

    

((((１１１１))))申込方法申込方法申込方法申込方法：：：：同封の同封の同封の同封の【大会参加申込書【大会参加申込書【大会参加申込書【大会参加申込書・宿泊・宿泊・宿泊・宿泊プランプランプランプラン等申込書】にご記入頂くお申込方法となります。等申込書】にご記入頂くお申込方法となります。等申込書】にご記入頂くお申込方法となります。等申込書】にご記入頂くお申込方法となります。    

                            別紙【大会参加申込書・宿泊別紙【大会参加申込書・宿泊別紙【大会参加申込書・宿泊別紙【大会参加申込書・宿泊プランプランプランプラン等申込書】のお申込み内容を確実にいただくため、必ず【郵送】・等申込書】のお申込み内容を確実にいただくため、必ず【郵送】・等申込書】のお申込み内容を確実にいただくため、必ず【郵送】・等申込書】のお申込み内容を確実にいただくため、必ず【郵送】・    

【ファックス】のいずれかの方法でお申込ください。【ファックス】のいずれかの方法でお申込ください。【ファックス】のいずれかの方法でお申込ください。【ファックス】のいずれかの方法でお申込ください。    

【ファック【ファック【ファック【ファックス】送信の際には個人情報保護の観点かス】送信の際には個人情報保護の観点かス】送信の際には個人情報保護の観点かス】送信の際には個人情報保護の観点からららら番号の押し間違いには十分にご注意頂き、送信後は番号の押し間違いには十分にご注意頂き、送信後は番号の押し間違いには十分にご注意頂き、送信後は番号の押し間違いには十分にご注意頂き、送信後は    

大変お手数ですが着信の確認をお願いいたします。大変お手数ですが着信の確認をお願いいたします。大変お手数ですが着信の確認をお願いいたします。大変お手数ですが着信の確認をお願いいたします。    

((((２２２２))))宿泊宿泊宿泊宿泊プランプランプランプラン申込締切日：申込締切日：申込締切日：申込締切日：【郵送【郵送【郵送【郵送】・【】・【】・【】・【ファックスファックスファックスファックス】での申込締切日は、】での申込締切日は、】での申込締切日は、】での申込締切日は、平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年１０１０１０１０月月月月２４２４２４２４日日日日((((金金金金))))です。です。です。です。    

間際の間際の間際の間際のお申込の場合は関係書類発送が多少遅れる場お申込の場合は関係書類発送が多少遅れる場お申込の場合は関係書類発送が多少遅れる場お申込の場合は関係書類発送が多少遅れる場合合合合ががががございますございますございますございます。。。。    

    

    

１１１１....宿泊プランについて宿泊プランについて宿泊プランについて宿泊プランについて((((募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約))))    

２２２２....申込方法申込方法申込方法申込方法    

大会参加・宿泊等のお申込手続きのご案内 

第５５回 放送教育研究会東北大会秋田大会 
 



    

大会参加費大会参加費大会参加費大会参加費：お一人様：お一人様：お一人様：お一人様    １１１１,,,,０００円０００円０００円０００円        

                        ※※※※お申込み後の取消によるご返金はできません。その際は資料を大会終了後ご郵送いたします。お申込み後の取消によるご返金はできません。その際は資料を大会終了後ご郵送いたします。お申込み後の取消によるご返金はできません。その際は資料を大会終了後ご郵送いたします。お申込み後の取消によるご返金はできません。その際は資料を大会終了後ご郵送いたします。    

予めご了承下さい予めご了承下さい予めご了承下さい予めご了承下さい。。。。    

                            
                                                        

    

お弁当引渡しお弁当引渡しお弁当引渡しお弁当引渡し：平成２６：平成２６：平成２６：平成２６年年年年１１１１１１１１月１月１月１月１８８８８日日日日((((火火火火))))    

おおおお    弁弁弁弁    当当当当    代代代代    ：：：：１１１１個個個個１１１１,,,,０００００００００円０円０円０円((((お茶付・お茶付・お茶付・お茶付・税込税込税込税込))))        

                            ※※※※会場周辺には食事が出来る会場周辺には食事が出来る会場周辺には食事が出来る会場周辺には食事が出来る施設施設施設施設が少なが少なが少なが少ないためにいためにいためにいために、お弁当のお申込みをお勧めいたします。、お弁当のお申込みをお勧めいたします。、お弁当のお申込みをお勧めいたします。、お弁当のお申込みをお勧めいたします。またお弁当またお弁当またお弁当またお弁当    

の当日販売はいたしませんので事前にお申込みくだの当日販売はいたしませんので事前にお申込みくだの当日販売はいたしませんので事前にお申込みくだの当日販売はいたしませんので事前にお申込みください。さい。さい。さい。    

        

    

    

レセプションレセプションレセプションレセプション会場会場会場会場    ：ホテルメトロポリタン秋田：ホテルメトロポリタン秋田：ホテルメトロポリタン秋田：ホテルメトロポリタン秋田    ３階３階３階３階    ジュエルＡジュエルＡジュエルＡジュエルＡ    

開開開開        催催催催        日日日日        時時時時            ：平成２６年１１月１：平成２６年１１月１：平成２６年１１月１：平成２６年１１月１７７７７日日日日((((月月月月))))    

開開開開        催催催催        時時時時        間間間間            ：１：１：１：１９９９９：００～：００～：００～：００～            

参参参参        加加加加        料料料料            ：お一人様：お一人様：お一人様：お一人様６，０００円６，０００円６，０００円６，０００円((((税込み税込み税込み税込み))))    

    

    

    

((((１１１１))))支払方法：支払方法：支払方法：支払方法：お申込後、お申込後、お申込後、お申込後、平成２６年１０月３１平成２６年１０月３１平成２６年１０月３１平成２６年１０月３１日日日日((((金金金金))))までにまでにまでにまでにお申込代表者のご連絡先宛に、お申込代表者のご連絡先宛に、お申込代表者のご連絡先宛に、お申込代表者のご連絡先宛に、【【【【宿泊確認書宿泊確認書宿泊確認書宿泊確認書】・】・】・】・    

【【【【お弁当引換券お弁当引換券お弁当引換券お弁当引換券】】】】・【ご請求書】を・【ご請求書】を・【ご請求書】を・【ご請求書】を発送いたします。それ以前に予約状況発送いたします。それ以前に予約状況発送いたします。それ以前に予約状況発送いたします。それ以前に予約状況のののの確認を希望さ確認を希望さ確認を希望さ確認を希望される方れる方れる方れる方は、は、は、は、    

お電話にて下記へお問合せください。お電話にて下記へお問合せください。お電話にて下記へお問合せください。お電話にて下記へお問合せください。    
    
    
((((２２２２))))支払締切日：支払締切日：支払締切日：支払締切日：平成２６平成２６平成２６平成２６年年年年１１１１１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日((((月月月月))))までまでまでまでに請求書に記載の銀行口座へお振込みください。に請求書に記載の銀行口座へお振込みください。に請求書に記載の銀行口座へお振込みください。に請求書に記載の銀行口座へお振込みください。    

                                お振込み手数お振込み手数お振込み手数お振込み手数料は料は料は料はお客様お客様お客様お客様ご負担となります。ご負担となります。ご負担となります。ご負担となります。    

                                旅行代金が期日までに旅行代金が期日までに旅行代金が期日までに旅行代金が期日までにおおおお支払支払支払支払い頂けない場合はい頂けない場合はい頂けない場合はい頂けない場合は、当社の当該期日の翌日においてお客様が解除したもの、当社の当該期日の翌日においてお客様が解除したもの、当社の当該期日の翌日においてお客様が解除したもの、当社の当該期日の翌日においてお客様が解除したもの    

としとしとしとし取消料と同額の違約料を取消料と同額の違約料を取消料と同額の違約料を取消料と同額の違約料を頂きます頂きます頂きます頂きますので予めご了承の上お申ので予めご了承の上お申ので予めご了承の上お申ので予めご了承の上お申込下さい込下さい込下さい込下さい。。。。    

                            尚、大会参加尚、大会参加尚、大会参加尚、大会参加費費費費((((大会資料代大会資料代大会資料代大会資料代))))についてはお支払い完了後のについてはお支払い完了後のについてはお支払い完了後のについてはお支払い完了後の返金返金返金返金は出来かねますのでは出来かねますのでは出来かねますのでは出来かねますのでご了承くだご了承くだご了承くだご了承ください。さい。さい。さい。    

    

    

    

((((１１１１))))変更・取消：必ず変更・取消：必ず変更・取消：必ず変更・取消：必ず【郵送【郵送【郵送【郵送】・【】・【】・【】・【ファックスファックスファックスファックス】で】で】で】でＪＴＢ東北ＪＴＢ東北ＪＴＢ東北ＪＴＢ東北    法人営業秋田支店宛にご連絡ください法人営業秋田支店宛にご連絡ください法人営業秋田支店宛にご連絡ください法人営業秋田支店宛にご連絡ください｡｡｡｡    

    

((((２２２２))))取消基準日：取消基準日：取消基準日：取消基準日：【【【【郵便局の郵便局の郵便局の郵便局の[[[[消印日消印日消印日消印日]]]]】】】】、、、、【【【【ファックスの通信日ファックスの通信日ファックスの通信日ファックスの通信日】】】】と致しますので、必ず書面にてご連絡ください。旅行開始と致しますので、必ず書面にてご連絡ください。旅行開始と致しますので、必ず書面にてご連絡ください。旅行開始と致しますので、必ず書面にてご連絡ください。旅行開始

後の取消連絡は電話のみで承ります。後の取消連絡は電話のみで承ります。後の取消連絡は電話のみで承ります。後の取消連絡は電話のみで承ります。また、土・日・祝日は休業となまた、土・日・祝日は休業となまた、土・日・祝日は休業となまた、土・日・祝日は休業となりますので、ご変更・お取消しにつりますので、ご変更・お取消しにつりますので、ご変更・お取消しにつりますので、ご変更・お取消しにつ

いては平日の営業時間内にご連絡くだいては平日の営業時間内にご連絡くだいては平日の営業時間内にご連絡くだいては平日の営業時間内にご連絡くださいますようお願さいますようお願さいますようお願さいますようお願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。    

 

((((３３３３))))取消料清算：申込後の取消につきましては取消料清算：申込後の取消につきましては取消料清算：申込後の取消につきましては取消料清算：申込後の取消につきましては、、、、お申込の各項目お申込の各項目お申込の各項目お申込の各項目ごとごとごとごとにつきにつきにつきにつきお申お申お申お申出出出出の日時によりの日時によりの日時によりの日時により取消料を申し受けます。取消料を申し受けます。取消料を申し受けます。取消料を申し受けます。    

ご入金後のご返金は、変更・取消にて生じた変更・取消料を差し引いた金額を大会終了後、銀行振込にご入金後のご返金は、変更・取消にて生じた変更・取消料を差し引いた金額を大会終了後、銀行振込にご入金後のご返金は、変更・取消にて生じた変更・取消料を差し引いた金額を大会終了後、銀行振込にご入金後のご返金は、変更・取消にて生じた変更・取消料を差し引いた金額を大会終了後、銀行振込に

てご返金させていただきます。また、変更・取消の受付はてご返金させていただきます。また、変更・取消の受付はてご返金させていただきます。また、変更・取消の受付はてご返金させていただきます。また、変更・取消の受付は当社営業時間内当社営業時間内当社営業時間内当社営業時間内とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。    

        

    

 

３３３３....大会参加費について大会参加費について大会参加費について大会参加費について((((大会主催者様からの当社代行受付・集金となります大会主催者様からの当社代行受付・集金となります大会主催者様からの当社代行受付・集金となります大会主催者様からの当社代行受付・集金となります))))    

４４４４....お弁当のご案内お弁当のご案内お弁当のご案内お弁当のご案内((((大会主催大会主催大会主催大会主催者者者者様様様様からの当社代行受付・集金となりますからの当社代行受付・集金となりますからの当社代行受付・集金となりますからの当社代行受付・集金となります))))    

５５５５....レセプションレセプションレセプションレセプションのご案内のご案内のご案内のご案内((((大会主催大会主催大会主催大会主催者者者者様様様様からの当社代行受付・集金となりますからの当社代行受付・集金となりますからの当社代行受付・集金となりますからの当社代行受付・集金となります))))    

６６６６....おおおお申込・お支払のご案内申込・お支払のご案内申込・お支払のご案内申込・お支払のご案内    

７７７７....変更・取消について変更・取消について変更・取消について変更・取消について    



【宿泊プラン】【宿泊プラン】【宿泊プラン】【宿泊プラン】（募集型企画旅行契約）（募集型企画旅行契約）（募集型企画旅行契約）（募集型企画旅行契約）    

＜＜＜＜旅行契約成立後お客様の都合旅行契約成立後お客様の都合旅行契約成立後お客様の都合旅行契約成立後お客様の都合によりによりによりにより契約を解除される契約を解除される契約を解除される契約を解除される場合場合場合場合はははは下記に記載下記に記載下記に記載下記に記載の金額を取消料として申し受けまの金額を取消料として申し受けまの金額を取消料として申し受けまの金額を取消料として申し受けますすすす＞＞＞＞    

契 約 解 除 の 日 取 消 料（お１人様） 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

１．６日目にあたる日以前の解除 無   料 

２．５日目にあたる日以降の解除（３～６を除く） 旅行代金の ２０％ 

３．３日目にあたる日以降の解除（４～６を除く） 旅行代金の ３０％ 

 ４．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の ４０％ 

５．当日の解除（６を除く） 旅行代金の ５０％ 

６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

    

【【【【おおおお    弁弁弁弁    当当当当】】】】（募集型企画旅行契約には該当しません）（募集型企画旅行契約には該当しません）（募集型企画旅行契約には該当しません）（募集型企画旅行契約には該当しません）    

＜＜＜＜お客様の都合で契約を解除されるお客様の都合で契約を解除されるお客様の都合で契約を解除されるお客様の都合で契約を解除される場合場合場合場合は、は、は、は、下記下記下記下記の金額を取消料との金額を取消料との金額を取消料との金額を取消料として申して申して申して申しししし受けま受けま受けま受けますすすす＞＞＞＞    

    

    

    

 

 

【【【【レセプションレセプションレセプションレセプション】】】】（募集型企画旅行契約には該当しません）（募集型企画旅行契約には該当しません）（募集型企画旅行契約には該当しません）（募集型企画旅行契約には該当しません）    

＜＜＜＜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ししし受けます受けます受けます受けます＞＞＞＞    

    

    

    

 

 

【【【【大会参加大会参加大会参加大会参加費費費費】】】】（募集型企画旅行契約には該当しません）（募集型企画旅行契約には該当しません）（募集型企画旅行契約には該当しません）（募集型企画旅行契約には該当しません）    

        お客様の都合で契約を解除される場合でもご返金はできません。お客様の都合で契約を解除される場合でもご返金はできません。お客様の都合で契約を解除される場合でもご返金はできません。お客様の都合で契約を解除される場合でもご返金はできません。    

その際は資料を大会終了後ご郵送いたします。予めご了承下さい。その際は資料を大会終了後ご郵送いたします。予めご了承下さい。その際は資料を大会終了後ご郵送いたします。予めご了承下さい。その際は資料を大会終了後ご郵送いたします。予めご了承下さい。    
    

当社は当社は当社は当社は、、、、旅行申込の際に旅行申込の際に旅行申込の際に旅行申込の際に提出された申込書提出された申込書提出された申込書提出された申込書等等等等に記載された個人情報について、お客様とのに記載された個人情報について、お客様とのに記載された個人情報について、お客様とのに記載された個人情報について、お客様との間の間の間の間の連絡連絡連絡連絡のためのためのためのために利用させていに利用させていに利用させていに利用させてい

ただくほか、ただくほか、ただくほか、ただくほか、お客様がお客様がお客様がお客様がお申込いただいたお申込いただいたお申込いただいたお申込いただいた旅行において運送・旅行において運送・旅行において運送・旅行において運送・宿泊宿泊宿泊宿泊機関の機関の機関の機関の提供するサービス提供するサービス提供するサービス提供するサービス手配及び、それらのサービス受領手配及び、それらのサービス受領手配及び、それらのサービス受領手配及び、それらのサービス受領

のためにのためにのために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。手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。また、大会運営に伴い大会事務局へまた、大会運営に伴い大会事務局へまた、大会運営に伴い大会事務局へまた、大会運営に伴い大会事務局へ情報情報情報情報を提供し利用させていを提供し利用させていを提供し利用させていを提供し利用させてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。個人情報個人情報個人情報個人情報の管理には当社個人情報保護方針にの管理には当社個人情報保護方針にの管理には当社個人情報保護方針にの管理には当社個人情報保護方針に基づき基づき基づき基づき適切な体制で臨んでおります。お申込書の適切な体制で臨んでおります。お申込書の適切な体制で臨んでおります。お申込書の適切な体制で臨んでおります。お申込書の到着後の個人情到着後の個人情到着後の個人情到着後の個人情

報の管理報の管理報の管理報の管理には充分注意をしておりますが、には充分注意をしておりますが、には充分注意をしておりますが、には充分注意をしておりますが、【【【【ファックスファックスファックスファックス】】】】にてにてにてにて送信される際はくれぐれも誤送信等送信される際はくれぐれも誤送信等送信される際はくれぐれも誤送信等送信される際はくれぐれも誤送信等ににににご注意ください。ご注意ください。ご注意ください。ご注意ください。    
    

    
    

    
    

株式会社ＪＴＢ東北株式会社ＪＴＢ東北株式会社ＪＴＢ東北株式会社ＪＴＢ東北    法人営業秋田支店法人営業秋田支店法人営業秋田支店法人営業秋田支店    第５５回放送教育研究会東北大会秋田大会第５５回放送教育研究会東北大会秋田大会第５５回放送教育研究会東北大会秋田大会第５５回放送教育研究会東北大会秋田大会    係係係係            
        〒〒〒〒010010010010----0921092109210921    秋田県秋田市大町３丁目２－５秋田県秋田市大町３丁目２－５秋田県秋田市大町３丁目２－５秋田県秋田市大町３丁目２－５    

    TELTELTELTEL：０１８－８６６－７１３５：０１８－８６６－７１３５：０１８－８６６－７１３５：０１８－８６６－７１３５((((大会専用大会専用大会専用大会専用))))        
                    FAXFAXFAXFAX：０１８－８６５－５１８９：０１８－８６５－５１８９：０１８－８６５－５１８９：０１８－８６５－５１８９    

営業時間営業時間営業時間営業時間    9:309:309:309:30～～～～17:30(17:30(17:30(17:30(月月月月～～～～金金金金))))            ＊土・日・祝日は休業＊土・日・祝日は休業＊土・日・祝日は休業＊土・日・祝日は休業            
担当者担当者担当者担当者    ：近藤：近藤：近藤：近藤    絵梨子・絵梨子・絵梨子・絵梨子・佐々木佐々木佐々木佐々木    文則文則文則文則            総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者総合旅行業務取扱管理者    ::::    佐藤佐藤佐藤佐藤    朋紀朋紀朋紀朋紀    

                               

 
旅行企画・実施：株式会社ＪＴＢ東北 法人営業秋田支店 

観光庁長官登録旅行業第１５７３号  
(一社)日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 

契 約 解 除 の 日 取消料（１個） 

ご利用日の前日から起

算してさかのぼって 

１．ご利用日の３日前の解除    無   料 

２．前々日から前日の解除 弁当代金の  ５０％ 

３．当日および無連絡  弁当代金の １００％ 

契 約 解 除 の 日 取消料（お１人様） 

開催日の前日から起算

してさかのぼって 

１．開催日の３日前の解除    無   料 

２．前々日から前日の解除 ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ代金の  ５０％ 

３．当日およびﾚｾﾌﾟｼｮﾝ開始後の解除又は無連絡不参加 ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ代金の１００％ 

８８８８....個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いについて    

９９９９....お申込み・お問い合わせについてお申込み・お問い合わせについてお申込み・お問い合わせについてお申込み・お問い合わせについて    

＜＜＜＜お客お客お客お客様へお願い様へお願い様へお願い様へお願い＞＞＞＞        

別紙別紙別紙別紙【大会参加申込書・【大会参加申込書・【大会参加申込書・【大会参加申込書・宿泊宿泊宿泊宿泊プランプランプランプラン等申込書】等申込書】等申込書】等申込書】に必要事項をご記入の上に必要事項をご記入の上に必要事項をご記入の上に必要事項をご記入の上【ファックス】【ファックス】【ファックス】【ファックス】でお申込みされる際は、でお申込みされる際は、でお申込みされる際は、でお申込みされる際は、個人情報個人情報個人情報個人情報    
保護の観点から番号の押し間違いには十分にご注意いただき、送信後はお手数ですが保護の観点から番号の押し間違いには十分にご注意いただき、送信後はお手数ですが保護の観点から番号の押し間違いには十分にご注意いただき、送信後はお手数ですが保護の観点から番号の押し間違いには十分にご注意いただき、送信後はお手数ですが着信のご確認を着信のご確認を着信のご確認を着信のご確認をいただきますようにいただきますようにいただきますようにいただきますように    
お願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いお願いいたします。いたします。いたします。いたします。    

    

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。 
この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお問合せください。 
 



    
    
    

    

<<<<旅行条件書旅行条件書旅行条件書旅行条件書>>>>（要約）お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご覧いただき、事前に内容をご確認の上お申込ください。（要約）お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご覧いただき、事前に内容をご確認の上お申込ください。（要約）お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご覧いただき、事前に内容をご確認の上お申込ください。（要約）お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご覧いただき、事前に内容をご確認の上お申込ください。    

※ご旅行条件書※ご旅行条件書※ご旅行条件書※ご旅行条件書((((全文全文全文全文))))はこちらよりご確認ください。【はこちらよりご確認ください。【はこちらよりご確認ください。【はこちらよりご確認ください。【http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asphttp://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asphttp://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asphttp://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp】】】】    
    

●●●●募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約    

この旅行は(株)ＪＴＢ東北 法人営業秋田支店(秋田市大町３丁目２－５ 観光庁長官登録旅行業第１５７３号、以下「当社」という）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」という）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、別途ご確認いただく旅行条件書(全文)、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の

部によります。 

●●●●旅行のお申し込み及び契約成旅行のお申し込み及び契約成旅行のお申し込み及び契約成旅行のお申し込み及び契約成立時期立時期立時期立時期    

（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申込ください。 

（２）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。ただし、本契約に関しましては、後日送付する請求書 

に基づく旅行代金のお振込が完了した時点で、旅行契約が成立したものとします。 

●●●●旅行代金のお支払い旅行代金のお支払い旅行代金のお支払い旅行代金のお支払い    
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって１３日目にあたる日より前(お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに)にご指定口座へお
振込ください。また、お振込み手数料はお客様負担となります。 

●取消料取消料取消料取消料    

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、下記に記載の金額を取消料として申し受けます。 
 
 

    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

●●●●旅行代金に含まれるもの旅行代金に含まれるもの旅行代金に含まれるもの旅行代金に含まれるもの    

  各旅行日程およびご案内に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税。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及び個人的費用は含みません。） 

  ●特別補償●特別補償●特別補償●特別補償    

            当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画

旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見

舞金を支払います。 

・死亡補償金：１５００万円  ・入院見舞金：２～２０万円  ・通院見舞金：１～５万円   

・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。） 

    身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ず

る中毒症状を除きます。）を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。＜免責事項＞ 

 ●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件「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等の支払いを受ける」こと 

(以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。 

(１)契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に

到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。 

(２)「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払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

消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金か

ら取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して 7日間以内をカード利用日として払い戻します。） 

(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●個人情報の取扱について●個人情報の取扱について●個人情報の取扱について    

当社は、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、お客様がお申し込

み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及び、それらのサービス受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただき

ます。また、大会運営に伴い大会主催事務局へ情報を提出し利用させていただきます。 

●旅行条件・旅行代金の基準●旅行条件・旅行代金の基準●旅行条件・旅行代金の基準●旅行条件・旅行代金の基準    
この旅行条件は平成２６年９月１日現在を基準としています。又、旅行代金は平成２６年９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。 

 

 

【【【【宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン】】】】（募集型企画旅行契（募集型企画旅行契（募集型企画旅行契（募集型企画旅行契約）約）約）約）    

契約解除の日 取消料(お 1人様) 

旅行開始日

の前日から

起算してさ

かのぼって 

１.６日目にあたる日以前の解除 無  料 

２.５日目にあたる日以降の解除（３～６を除く） 旅行代金の  20％ 

３.３日目にあたる日以降の解除（４～６を除く） 旅行代金の  30％ 

 

４.旅行開始日の前日の解除 旅行代金の  40％ 

５.当日の解除(6 を除く) 旅行代金の  50％ 

６.旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 



    
    
    

第５５回 放送教育研究会東北大会秋田大会 

大会参加申込書・宿泊プラン等申込書 
 

申込締切日:平成２６年１０月２４日（金） 

申込先：ＪＴＢ東北 法人営業秋田支店   ＦＡＸ：０１８－８６５－５１８９ 又は 郵送 
※個人情報保護の観点から、申込書をＦＡＸする際は番号の押し間違いにご注意いただき、送信後はお手数ですが着信のご確認をお願いいたします。 

 

県   名  参加 

代表者 

フリガナ 

氏  名 

参加代表者 

所属・職名 
 

所属(校)名  

所属(校)先住所

（書類送付先） 

〒〒〒〒                            －－－－ ＴＥＬ： （       ） 

 （       ） 

 
 

№№№№    
フフフフ    リリリリ    ガガガガ    ナナナナ    

氏氏氏氏                    名名名名    
性性性性    別別別別    所所所所    属属属属((((校校校校))))    名名名名    

大会参加大会参加大会参加大会参加費費費費    

((((大会資料大会資料大会資料大会資料))))    

１１１１，０００円，０００円，０００円，０００円    

参加参加参加参加希望希望希望希望    
レセプションレセプションレセプションレセプション    

６６６６，０００円，０００円，０００円，０００円    

おおおお弁当弁当弁当弁当    

11/111/111/111/18888（（（（火火火火））））    

１１１１，０００円，０００円，０００円，０００円    

無料送迎無料送迎無料送迎無料送迎    

バス利用バス利用バス利用バス利用    

宿泊宿泊宿泊宿泊            

プラプラプラプランンンン    

11/17(11/17(11/17(11/17(月月月月))))    

部屋希望部屋希望部屋希望部屋希望    

禁煙禁煙禁煙禁煙・・・・喫煙喫煙喫煙喫煙    
午前の部午前の部午前の部午前の部    

分分分分科科科科会別会別会別会別    

午後の部午後の部午後の部午後の部    

全体会全体会全体会全体会    

例例例例    

アキタ   タロウ 

○男 ・女 
○○市立 

△△小学校 ○ 

四ツ小屋幼 

広面小 
御所野中 
NHK 秋田 

○ × ○ × １ 
禁煙 

喫煙 秋田 太郎 

１１１１    

 

男・女   

四ツ小屋幼 

広面小 
御所野中 

NHK 秋田 

 

    禁煙 

喫煙 
 
 
 

２２２２    

 

男・女   

四ツ小屋幼 

広面小 
御所野中 

NHK 秋田 

 

  
  禁煙 

喫煙 
 
 
 

３３３３    

 

男・女   

四ツ小屋幼 

広面小 
御所野中 

NHK 秋田 

 

  
  禁煙 

喫煙 
 
 
 

４４４４    

 

男・女   

四ツ小屋幼 

広面小 
御所野中 

NHK 秋田 

 

  
  禁煙 

喫煙 
 
 
 

    

    

≪申込記入要領≫≪申込記入要領≫≪申込記入要領≫≪申込記入要領≫    

○市町村又は所属単位で必要事項を記入してください。 

○申込み人数が多い場合は、この用紙をコピーしてご利用ください。 

○被表彰者、分科会の鼎談者・発表者・ファシリテーター・コーディネーター・ 

助言者・大会役員・運営役員・事務局員は大会参加費不要です。 

大会参加費欄に×を記入してください。ただし、被表彰者の代理出席の方については、参加費をいただきますのでご了承ください。 

○分科会・全大会の欄には、午前の部：希望校に○印を、午後の部には参加の有無をご記入して下さい 

○分科会は、人数の状況により第２希望となる場合があります。予めご了承ください。 

○宿泊プランは、ホテルの申込記号をご記入ください。                                      

○宿泊プランお申込みの方の禁煙・喫煙のご希望は部屋数に限りがあるためご要望に添えない場合がございます。予めご了承ください。 

○駐車場は、台数に限りがありますので公共交通機関をご利用することをおすすめします。 

 
 

◆お申込・お問合せ◆ 

株式会社ＪＴＢ東北 法人営業秋田支店  担当者：近藤 絵梨子・佐々木 文則 

「第５５回「第５５回「第５５回「第５５回    放送教育研究会東北大会秋田大会放送教育研究会東北大会秋田大会放送教育研究会東北大会秋田大会放送教育研究会東北大会秋田大会    係係係係」」」」  

〒010-0921 秋田市大町３丁目２－５ 

ＴＥＬ：018-866-7135(大会専用) ＦＡＸ：018-865-5189  

【営業時間】9：30～17：30（土・日・祝日 休業） 

 

11/111/111/111/18888((((火火火火)))) いずれかに○いずれかに○いずれかに○いずれかに○で囲んで下さいで囲んで下さいで囲んで下さいで囲んで下さい    

自家用車利用確認欄自家用車利用確認欄自家用車利用確認欄自家用車利用確認欄    

利用する 

自家用車同乗で利用する 

利用しない 

新規申込 月   日 変  更 月   日 取  消 月   日 

 

 

ＪＴＢ記入欄ＪＴＢ記入欄ＪＴＢ記入欄ＪＴＢ記入欄    
    

月月月月        日日日日    
登録番号登録番号登録番号登録番号                    番番番番
にて受付しました。にて受付しました。にて受付しました。にて受付しました。    

※不要項目へは×印をご記入ください。※不要項目へは×印をご記入ください。※不要項目へは×印をご記入ください。※不要項目へは×印をご記入ください。    


