音楽教育の会 第６３回全国大会
参加登録・昼食弁当・宿泊プランのご案内
1．お申込み手続きについて
①申込方法について（各参加者

⇒

ＪＴＢ）

申込受付期間 ６月１日（金）９：３０ 〜 ６月２８日（木）１７：３０
別紙『参加申込書』に必要事項をご記入の上、上記受付期間内に（株）ＪＴＢビジネス
ネットワークＪＴＢ東北ＥＣデスク宛にＦＡＸ（０１２０－９３７－２２４）、または
メール(ｔｏｈｏｋｕ－ｅｃ＠ｊｂｎ．ｊｔｂ．ｊｐ)にてお申込み下さい。
個人情報保護の観点より、申込書をＦＡＸ送信の際は番号の押し間違いにご注意いただき、
お手数ですが、送信後の着信確認をお願い致します。申込書をメール添付の際は、パス
ワード保護をお願い致します。パスワード詳細は別途メールにてお知らせ下さい。
②大会参加券等の送付・ご旅行代金等の振込みについて
予約確認書・請求書類は７月初旬より随時、各申込代表者宛にお送り致します。
内容を確認の上、請求書に記載の期日までに弊社指定口座へお振込み下さい。
振込みの際の振込み手数料は,お客様負担にてお願いいたします。
2．大会会場について
●会 場 名：仙台市若林体育館
●所 在 地：宮城県仙台市若林区卸町東２丁目８番１０号
●アクセス：・仙台駅より大会会場までタクシーにて約１７分
・仙台駅より仙台市営地下鉄東西線荒井駅まで電車で約１３分
・仙台市営地下鉄東西線荒井駅よりタクシーにて約７分
・仙台市営地下鉄東西線荒井駅より徒歩にて約２５分

3．参加登録について（募集型企画旅行契約には該当しません。事務局様から当社代行受付・収受）
参加区分

大会参加費

一般（全日程）

おひとり様

7,500 円

学生（全日程）

おひとり様

2,000 円

一日参加

おひとり様

5,000 円

※上記大会参加費には、参加資料代及び参加登録業務代行費（700 円）が含まれます。
※参加資料は大会当日、会場受付にてお渡しとなります。
※上記大会参加費は、６月２９日（金）以降に取消の場合は返金致しかねます。
資料の送付をもってこれに代えさせていただきます。
4．宿泊プランのご案内（当社との募集型企画旅行契約となります）
本大会ご参加者様用に下記宿泊プランを御用意しております。
旅行条件書(要約)をご確認の上、ぜひお申し込みください。
●宿泊プラン設定日：８月２日（木）３日（金）４日（土）３泊分
●旅行代金：１泊朝食付・税金・サービス料込 おとなおひとり様あたりの金額 ＊単位：円
●最少催行人員：１名様
地図
ホテル名

ホテル
レオパレス仙台
ホテルビスタ仙台
ホテル
ユニサイト仙台
ユニゾイン仙台
ホテル
グリーンマーク
ホテルプレミアム
グリーンプラス
アパヴィラホテル
仙台駅五橋
ホテル
パールシティ仙台
ホテルグランテラス
仙台国分町
ホテルプレミアム
グリーンソブリン

旅行代金（おとなおひとり様）

仙台駅からの

記号

客室タイプ

A-1

シングル 1 名利用･禁煙

10,000 円 13,000 円 仙台駅東口より

A-2

シングル 1 名利用･喫煙

10,000 円 13,000 円

B-1

シングル 1 名利用･禁煙

12,000 円 13,500 円

C-1

シングル 1 名利用･禁煙

9,000 円 10,000 円 仙台駅西口より

C-2

シングル 1 名利用･喫煙

9,000 円 10,000 円

D-1

シングル 1 名利用･禁煙

9,000 円 10,000 円 仙台駅西口より

D-2

シングル 1 名利用･喫煙

9,000 円 10,000 円

E-1

シングル 1 名利用･禁煙

9,000 円 10,000 円 仙台駅西口より

E-2

シングル 1 名利用･喫煙

9,000 円 10,000 円

F-1

シングル 1 名利用･禁煙

9,500 円 10,500 円 仙台駅西口より

F-2

シングル 1 名利用･禁煙

9,500 円 10,500 円

G-1

シングル 1 名利用･禁煙

9,000 円 13,000 円

H-1

シングル 1 名利用･禁煙

8,500 円 10,000 円 仙台駅西口より

H-2

シングル 1 名利用･喫煙

8,500 円 10,000 円 タクシー約５分

⑨

J-1

シングル 1 名利用･禁煙

10,000 円 11,000 円

⑩

K-1

シングル 1 名利用･禁煙

9,500 円 10,500 円

番号

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

８月２・３日 ８月４日

アクセス

徒歩約５分
仙台駅東口より
徒歩約４分
徒歩約３分
徒歩約５分
徒歩約５分
徒歩約５分
仙台駅西口より
徒歩約８分

仙台駅西口より
タクシー約８分
仙台駅西口より
タクシー約 10 分

※ご希望は先着順にて承ります（第３希望まで必ずご記入下さい）先着順にて承りますが、第３希望でもご案内でき
かねる場合は、上記以外のホテルをご案内させていただく場合がございます。
※添乗員は同行いたしません。宿泊確認書を宿泊施設フロントにてお渡しください。
※オリジナルプランのため、朝食が不要の場合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。
※駐車場詳細（提携駐車場等）は、ご宿泊先確定後に各宿泊施設までお問い合わせください。
※禁煙部屋が満室の場合は、喫煙部屋（消臭対応）をご案内する場合がございます。その場合は事前にご連絡致します。
※ご返金が発生した場合は、大会終了後、(株)ＪＴＢビジネスネットワークＪＴＢ東北ＥＣデスクよりご連絡を致します。

＜日程表＞基本プラン（１泊２日）
日次
１
２

行程
ご自宅または前泊地、または各地→（各自移動、お客様負担）→各宿泊施設【仙台泊】
各宿泊施設→（各自移動、お客様負担）→ご自宅または次泊地、または各地

食事
朝：× 昼：× 夕：×
朝：○ 昼：× 夕：×

5．昼食弁当のご案内（募集型企画旅行契約には該当しません）
●設 定 日：８月３日（金）・４日（土）・５日（日）
●代
金：900 円（お茶付）
●引
換：仙台市若林体育館２階会議室 １２時００分～１２時３０分
※ご希望の方は、申込書の各欄に○印をご記入ください。
6．変更・取消について
変更・取消の場合はお早めに郵送、ＦＡＸにてご連絡下さい（電話ではお受け致しかねます）。
お申込み後の取消（契約解除）は、下記の取消料を申し受けます。大会終了後、下記取消料
を差し引いた残金をご返金致します。
●宿泊プラン（当社との募集型企画旅行契約となります）
（取消日＝宿泊開始日の前日から起算してさかのぼって）
８日前までの

７日～２日前の

解除

解除

無料

旅行代金の 20%

前日の解除
旅行代金の 40%

当日の解除

旅行開始後、

*右記除く

無連絡（不泊）

旅行代金の 50％

旅行代金の 100％

●昼食弁当（募集型企画旅行契約には該当しません）
（取消日＝大会開始日の前日から起算してさかのぼって）
７日前まで

６日前の解除

無料

弁当代金の 100%

7．個人情報の取扱について
当社は今回の大会お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様
との連絡に利用させていただくほか、お申込いただいた宿泊機関等の提供するサービス受領
のための手続きに必要な範囲内でのみ利用させていただきます。あわせて、情報共有の為に
事務局に提出させていただきます。それ以外の目的で利用することはございません。
8．お申込み・お問合せ先
〈受託販売〉
観光庁長官登録旅行業第６４号
㈱ＪＴＢビジネスネットワーク

㈱ＪＴＢ代理業／東京都知事登録旅行業第３－７５３９号
ＪＴＢ東北ＥＣデスク「音楽教育の会 第６３回全国大会」係

〒１７０－００１３ 東京都豊島区東池袋３－２３－１４ ダイハツ・ニッセイ池袋ビル６階
一般社団法人日本旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会会員
ＴＥＬ：０１２０－９８９－９６０（フリーダイヤル）ＦＡＸ：０１２０－９３７－２２４（フリーダイヤル）
メール：ｔｏｈｏｋｕ－ｅｃ＠ｊｂｎ．ｊｔｂ．ｊｐ

［営業時間］午前９時３０分～午後５時３０分（土日祝日休業）総合旅行業務取扱管理者 : 石倉 俊義
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責任者です。ご契約に関し担当者からのご説明に不明の点が
ありましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行企画・実施：株式会社ＪＴＢ仙台支店
観光庁長官登録旅行業第６４号

一般社団法人日本旅行業協会正会員

旅行業公正取引

仙台市青葉区大町１丁目４－１

〒９８０－０８０４

協 議 会 会 員

■ご旅行条件書 要約（募集型企画旅行契約）
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をご確認いただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
旅行条件書（全文）はこちらよりご確認ください。【http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp】
●募集型企画旅行契約／この旅行は（株）ＪＴＢ仙台支店（仙台市青葉区大町１－４－１ 明治安田生命仙台ビル４階 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
する宿泊確認書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立時期／（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。
（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。但し、本契約に関しましては、後日送付する請求書
に基づく申込金（旅行代金全額）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（もしくは当社が指定する期
日までに）にお支払ください。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、お客様からお申し出がない限り、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、下記に記載の金額を取消料として申し受けます。
・宿泊プラン
契約解除の日
取消料（おひとり様）
１．８日目にあたる日以前の解除
無料
２．７日目にあたる日以降の解除（３～５を除く）
旅行代金の２０％
旅行開始日の前日から
３．旅行開始日の前日の解除
旅行代金の４０％
起算してさかのぼって
４．当日の解除（５を除く）
旅行代金の５０％
５．旅行開始後の解除又は無連絡不参加
旅行代金の１００％
●旅行代金に含まれるもの／日程表に明示した、宿泊代、朝食代、バス代、サービス料及び消費税等諸税。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。
（ご案内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／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、旅行業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＞

●国内旅行保険への加入について／旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、
事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・
後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、お問合せ
ください。
●事故等のお申出について／旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、
又は、お申込個所にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について／
（１）当社及び販売店は、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、お客様との連絡のために利用さ
せていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲
内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の
お買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び
保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等
で送付することにより提供いたします。
（２）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしてい
ます。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただ
きます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
（３）その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の
個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。
株式会社ＪＴＢお客様相談室 〒１４０－８６０２ 東京都品川区東品川２－３－１１
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp
●旅行条件・旅行代金の基準／この旅行条件は２０１８年５月１日現在を基準としています。又、旅行代金は２０１８年５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。

承認番号：Ｅ１８０５０３８

