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リハビリテーション・ケア合同研究大会札幌 2012                              

 

 

東京・名古屋・大阪空港・福岡⇔新千歳空港を利用し、札幌市内各ホテルと組み合わせた航空パックを設定させていただきました。 

みな様のご予約をお待ちしております。 
 

東京(羽田空港利用)   10 月 10（水） ～  10 月 12 日(金) 発   1 泊 2 日旅行代金 

東京発 ご旅行追加代金 

①10/12(金)発の場合、旅行代金に+8,000 円追加となります。 

 

名古屋発 1 泊 2 日旅行代金 

①上記「東京発旅行代金」と同額となります。 

②ご利用可能な航空会社は「日本航空(JAL)」のみとなります。 

③10/12(金)発の場合、旅行代金に+8,000 円追加となります。 

 

大阪(関西・伊丹・神戸各空港)発 1 泊 2 日旅行代金 

①上記「東京発旅行代金」に+6,000 円追加となります。 

②各空港発が午前便の場合、+5,000 円追加となります。 

③伊丹空港発着の場合、片道につき+4,000 円追加となります。 

④10/12(金)発の場合、旅行代金に+10,000 円追加となります。 

 

福岡発 1 泊 2 日旅行代金 

①上記「東京発旅行代金」に+12,000 円追加となります。 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル記号 旅行代金(1 名あたり) 延泊代金延泊代金延泊代金延泊代金(1(1(1(1 泊泊泊泊あたりあたりあたりあたり))))    
ホテル名 立地 

シングル ツイン シングル ツイン 
アクセス 

シングル ツイン 

ホテルオークラ札幌 満室 A-2 満室 \38,300 大通駅徒歩約 2 分 満室 \6,300 
(10/13+1,575 円) 

ロイトン札幌 B-1 B-2 \41,500 \39,300 西１１丁目駅より徒歩約3分 \9,500 \7,300 

東京ドームホテル札幌 満室 C-2 満室 \38,300 大通駅より徒歩約 8 分 満室 \6,300 

札幌グランドホテル 満室 満室 満室 満室 大通り駅より徒歩約 2 分 満室 満室 

ホテルサンルートニュー札幌 満室 E-2 満室 \36,800 大通駅より徒歩約 5 分 満室 
\4,800 

(10/13+1,575) 

アパホテル札幌 F-1 F-2 \38,800 \36,800 大通駅より徒歩約 5 分 \6,800 \4,800 

ホテルリソルトリニティ札幌 G-1 G-2 \38,300 \37,200 大通駅より徒歩約 2 分 \6,300 \5,200 

チサンホテル札幌 

大通 

満室 H-2 満室 \36,200 大通駅より徒歩約 5 分 満室 \4,200 

JR タワーホテル日航札幌 I-1 I-2 \49,500 \46,500 札幌駅直結 
\17,500 

(10/12・13+\1,000) 

\14,500 
(10/12・13+\1,000) 

京王プラザホテル札幌 J-1 J-2 \41,500 \39,350 札幌駅より徒歩約 5 分 \9,500 \7,350 

ホテルグレイスリー札幌 K-1 K-2 \40,400 \38,800 札幌駅より徒歩約 3 分 \8,400 \6,800 

札幌全日空ホテル L-1 L-2 \40,400 \38,300 札幌駅より徒歩約 5 分 \8,400 \6,300 

ホテル京阪札幌 M-1 M-2 \39,800 \39,300 札幌駅より徒歩約 4 分 \7,800 \7,300 

ホテルニューオータニイン札幌 N-1 N-2 \39,800 \37,800 札幌駅より徒歩約 8 分 \7,800 \5,800 

三井ガーデンホテル札幌 O-1 O-2 \39,300 \38,300 札幌駅より徒歩約 4 分 \7,300 \6,300 

ホテル法華クラブ札幌 

札幌駅 

P-1 P-2 \39,300 \38,300 札幌駅より徒歩約 5 分 \7,300 \6,300 

札幌東急イン Q-1 Q-2 \42,500 \38,500 すすきの駅より徒歩約 2 分 \10,500 \6,500 

メルキュールホテル札幌 R-1 R-2 \41,500 \38,800 すすきの駅より徒歩約 2 分 \9,500 
(10/13\1,050) 

\6,800 
(10/13\1,050) 

ススキノグリーンホテル 1 S-1 S-2 \39,800 \36,900 すすきの駅より徒歩約 2 分 \7,800 \4,900 

ラマダホテル札幌 

すすきの 

T-1 T-2 \38,800 \37,200 すすきの駅より徒歩約 5 分 \6,800 \5,200 

航 空 パ ッ ク の ご 案 内 
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１．お申込のご案内 

(１)専用申込用紙より弊社あてＦＡＸまたは e-mail にてお申し込みください。※行違いを防ぐ為に、電話での申込・変更・取消しはご遠慮ください。 

(２)申込締切日 2012 年 9999 月月月月 26262626 日日日日((((水水水水))))    

★ 表記以外表記以外表記以外表記以外のののの延泊延泊延泊延泊などをごなどをごなどをごなどをご希望希望希望希望のののの場合場合場合場合は、備考欄にご記入ください。 

★ 利用航空会社 

羽田空港 ＜JAL 又は ANA(エアードゥ共同運航便含む)＞  

中部空港 ＜JAL＞ 

関西・伊丹・神戸空港 ＜JAL 又は ANA＞ ※神戸空港は ANA のみとなります 

福岡空港 ＜JAL 又は ANA＞ 

★ 航空機について 

① 個人割引包括運賃（ＩＩＴ）又は団体割引包括運賃(ＩＴ５)を利用します。お客様都合による旅行中止の場合、払戻はできません。 

②ｸﾗｽＪ、スーパーシートの利用につきましては、事前予約ができません。当日空港にて係員にお尋ねください。 

③航空会社のマイレージプログラムが貯まらない場合がございます。 

★ この旅行は㈱日本旅行北海道(観光庁長官登録旅行業第 1674 号)が企画する募集型企画旅行です。 

詳しくは、ご旅行条件書をご参照ください。 

 

２．変更・取消のご案内 

 

※なお、取消し・変更は当社の営業時間内とさせていただきますので、ご了承ください。    

 

３．クーポン発送・お支払方のご案内 

航空券の代わりとなる「チケットレスサービスご利用案内の用紙」をＦＡＸまたは郵送させていただきます 

(場合により出発空港で係員よりお渡しする場合がございます)。 

※宿泊クーポン券（バウチャー）はございません(お名前だけでチェックインが可能です)。 

 

４．個人情報の取扱につきまして 

  当社らは、旅行申し込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの受

領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 

 このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については、当社ホームページ(http://www.nta.co.jp/hokkaido/)をご参照下さい。 

 

５．旅行取扱 

株式会社日本旅行北海道札幌支店公株式会社日本旅行北海道札幌支店公株式会社日本旅行北海道札幌支店公株式会社日本旅行北海道札幌支店公務務務務・・・・ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥグルーグルーグルーグループプププ    

「リハビリテーション・ケア合同研究大会札幌 2012」係 

住所：〒060-0061  

札幌市中央区南１条西４丁目 16 番日本旅行札幌ビル４階 

ＴＥＬ：011-208-0170  

FAX：011-208-0174 

e-maill：mice_sapporo@nta.co.jp 

営業時間：平日 9：15～17：30(土・日・祝日休業) 

取消日 

(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 
取消料 

① 21 日前に当たる日以前の解除 無料無料無料無料    

② 20 日前に当たる日以降の解除(③～⑦を除く) 旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの 20202020％％％％    

③ 10 日前に当たる日以降の解除(④～⑦を除く) 旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの 20202020％％％％    

④ 7 日前に当たる日以降の解除(⑤～⑦を除く) 旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの 30303030％％％％    

⑤ 旅行開始の前日の解除 旅行代旅行代旅行代旅行代金金金金のののの 40404040％％％％    

⑥ 旅行開始の当日の解除 旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの 50505050％％％％    

⑦ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの 100100100100％％％％    
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 旅行企画・実施 

㈱㈱㈱㈱日本旅行北海道日本旅行北海道日本旅行北海道日本旅行北海道    札幌支店札幌支店札幌支店札幌支店    
 

 

 

ごごごご旅旅旅旅行条件行条件行条件行条件((((要約要約要約要約))))                     詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認のうえお申込み下さい。    

１１１１．．．．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    
（１）この旅行は㈱日本旅行北海道（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する旅行であ

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。 

（２）旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡

しする確定書面（最終旅行日程表）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。 

 

２２２２．．．．旅行旅行旅行旅行のおのおのおのお申込申込申込申込とととと旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの成立成立成立成立    
（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記のお申込金または旅行代金の全

額を添えてお申込いただきます。申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部

として取扱います。 

（２）電話・郵便･ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合、

予約の時点では契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予約の申し込みの

翌日から起算して３日以内に、申込書を申込金を提出していただきます。この期間内に申込書

を申込金を提出されない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。 

（３）申込金（お一人様につき） 

旅行代金 お申込金 

20,000円未満 5,000円以上 

20,000円以上50,000未満 10,000円以上 

50,000円以上100,000円未満 20,000円以上 

100,000円以上 旅行代金の20%以上 

（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受領したときに成立した

ものとします。 

（５）通信契約による旅行契約は、お申込を承諾する通知を発した時に成立します。ただし

e-mail 等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したと

きに成立するものとします。 

 

３３３３．．．．旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のおのおのおのお支払支払支払支払いいいい    
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日前にあたる日より前にお支払

いいただきます。 

 

４４４４．．．．旅行中止旅行中止旅行中止旅行中止のののの場合場合場合場合    
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最小催行人数に満たない場合、当社は旅行の催

行を中止する場合があります、この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13

日前にあたる日（日帰り旅行は 3 日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代

金の全額をお返しします。 

 

５５５５．．．．旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金にににに含含含含まれるものまれるものまれるものまれるもの及及及及びびびび含含含含まれないものまれないものまれないものまれないもの    
（１）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費

税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。 

（２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。 

６６６６．．．．おおおお客様客様客様客様によりによりによりにより旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの解除解除解除解除    
（１）お客様は、いつでも次に定める取消料(お一人様につき)お支払いいただいて、旅行契約を解

除することができます。この場合、すでに収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取

消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申

し受けます。 

旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

無料
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％

無料
旅行代金の20％
旅行代金の20％
旅行代金の30％

⑤　旅行開始の前日の解除
⑥　旅行開始の当日の解除
⑦　旅行開始後の解除又は無連絡不参加

①　21日前に当たる日以前の解除
②　20日前に当たる日以降の解除(③～⑦を除く)
③　10日前に当たる日以前の解除(④～⑦を除く)
④　7日前に当たる日以前の解除(⑤～⑦を除く)

コース
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

取消料
宿泊付旅行 日帰り旅行

 
（２）なお、取消料とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた

日とします。 

（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル等を変更される場合にも上記の取消料が適

用されます。 

（４）宿泊のみご予約になった場合 

不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 8日前～20日前
1～14名 100% 50%
15～30名 100% 50%
31名以上 100% 50% 10%30%

20% 無料
20% 無料

 
 

７７７７．．．．個個個個人情報人情報人情報人情報のののの取扱取扱取扱取扱についてについてについてについて    
（１）当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提

供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらのｻｰ

ﾋﾞｽの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 

 

８８８８．．．．ごごごご旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件・・・・ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの基準基準基準基準    
この旅行条件は、2012 年 3 月 1 日を基準としています。また、旅行代金は、2012 年 3 月 1 日現在

の有効な運賃・規則を基準としています。 

 

【【【【国内旅行傷害保険加入国内旅行傷害保険加入国内旅行傷害保険加入国内旅行傷害保険加入のおすすめのおすすめのおすすめのおすすめ】】】】    
安心して旅行をしていただくため、お客様自身で保険をかけられることをおすすめいたします。 

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認のうえお申込みください。 

 

 

 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱支店(営業所)での取引に関する責任者です。 

この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

 

観光庁長官登録旅行業第 1674 号 

(社)日本旅行業協会会員 

〒060-0061 札幌市中央区南 1-西 4 日本旅行札幌ビル 4 階 

TEL：011-208-0170 FAX：011-208-0174 

営業時間：月～金 9：15～17：30(土・日・祝日は休業) 

総合旅行業務取扱管理者：鈴木 雄一 


