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第４３回全国救護施設研究協議大会
参加・宿泊・昼食・情報交換会等のご案内

株式会社遠鉄トラベル
〒430-0927 静岡県浜松市中区旭町 12-1 遠鉄百貨店新館事務所フロア 12 階
ＴＥＬ：０５３－４５７－６４７０
ＦＡＸ：０５３－４５７－６４７７
9：00～18：00（土日祝休）

担当者： 営業２課 鈴木 健太郎 ・ 内山
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歓迎の御挨拶

謹啓
皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

この度「第４３回全国救護施設研究協議大会」が静岡県浜松市において開催されるはこびとなりました
ことを、心よりご祝福申し上げます。
大会開催にあたりまして、全国各地からご参加いただきます皆様の参加申込、宿泊、昼食等の受付及
びご案内を、弊社遠鉄トラベルにてお手伝いさせていただけることとなりました。
本大会のご成功をお祈りすることはもとより、皆様方にご満足いただけますよう、大会事務局様及び関
係各位のご指導のもと、社員一同誠心誠意努めて参る所存でございます。
皆様方のご来静とご利用を心よりお待ち申し上げます。
謹白

株式会社遠鉄トラベル
代表取締役社長
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第４３回全国救護施設研究協議大会
参加・宿泊・昼食・情報交換会等のご案内

１．お申込みの流れ・各締切について
【ご参加者】本案内 p10 の「申込書」ご記入のうえ FAX またはご郵送

【弊社】参加確認書兼明細書および請求書の FAX または郵送

8 月 20 日（火）締切

8 月 30 日（金）頃

【ご参加者】請求書到着後、費用振込

9 月 6 日（金）まで

【弊社】大会資料引換券の送付

9 月 25 日（水）頃

２．参加費用について
参加費 ： １３，０００円
日 時 ： ２０１９年１０月１０日（木） １０：３０ ～ １７：３０
２０１９年１０月１１日（金） １０：００ ～ １２：３５
会 場 ： 【全大会】アクトシティ浜松 中ホール
〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町１１１−１
【分科会】アクトシティ浜松 コングレスセンター／研修交流センター
※お申込み後の参加取消や大会当日欠席の場合、参加費は返金いたしませんが、大会資料につきま
しては後日送付させていただきます。

３．情報交換会について
会 費 ： ８，０００円
日 時 ： ２０１９年１０月１０日（木） １８：００ ～ ２０：００
会 場 ： オークラアクトシティホテル浜松 ４Ｆ 平安
〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町１１１−２
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４．宿泊について
弊社がご案内する施設に宿泊をご希望される場合は、下記よりお選びいただき、お申し込みください。
設定日 ： ２０１９年１０月９日（水）【大会前日】 ／ ２０１９年１０月１０日（木）【大会当日】
※宿泊代金は１泊朝食付、サービス料、税金を含みます。
※最少催行人員：１名 添乗員は同行しません。株式会社遠鉄トラベルの実施する募集型企画旅行です。
※ホテル名・ご宿泊日・お部屋タイプをお選びいただき、「参加申込書」の記入欄へご記入ください。
ツインルームをお申込みの場合は、同室希望のお名前をご記入ください。

【ご宿泊施設一覧表】
地図記号

ホテル名

会場からの所要時間

部屋タイプ

料金（おひとり）

①

ホテルクラウンパレス浜松

徒歩３分

シングル

15,000 円

ツイン

13,000 円

②

ホテルコンコルド浜松

徒歩２５分

シングル

12,500 円

無料送迎バスあり

ツイン

11,500 円

③

グランドホテル浜松

徒歩２５分

シングル

12,000 円

タクシー１０分

ツイン

11,000 円

④

北の庭 THE KURETAKESO

徒歩６分

シングル

11,000 円

⑤

ホテルヴィラくれたけ

徒歩２５分

シングル

10,000 円

タクシー１０分

ツイン

11,000 円

⑥

コンフォートホテル浜松

徒歩８分

シングル

10,500 円

ツイン

8,500 円

⑦

くれたけインアクト浜松

徒歩５分

シングル

10,000 円

⑧

コートホテル浜松

徒歩１０分

シングル

9,500 円

ツイン

8,000 円

⑨

ルートイン浜松駅東

徒歩８分

シングル

9,000 円

⑩

アパホテル浜松駅南

徒歩１２分

シングル

8,500 円

⑪

くれたけインセントラル浜松

徒歩１５分

シングル

8,000 円

ツイン

7,500 円
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【ホテル手配について】
・大会期間中、ラグビーワールドカップ開催により浜松市内のホテルが大変混み合っております。
お早目のお申込みと同時に、お申込用紙ご記入の際、第３希望までご記入いただきますよう
ご協力をお願い致します。
・お申込み締切後、送付いたします参加確認書をもって宿泊決定施設のご連絡とさせていただきます。
お申し込み時のお部屋の空き状況により、ご記入いただいた希望施設でご手配できない場合は、弊社より
ご相談のご連絡をさせていただきます。

【斡旋ホテル ＭＡＰ】

②

Ａ【情報交換会会場】
オークラアクトシティホテル浜松

Ｂ【全大会・分科会会場】
アクトシティ浜松
中ホールコングレスセンター
研修交流センター

⑪

⑨

⑦
①
④

Ｂ

Ａ

⑥
⑧
③
⑤

⑩

4

第４３回全国救護施設研究協議大会

【斡旋ホテル紹介】

施 設 名

住

所

ＴＥＬ

①ホテルクラウンパレス浜松

浜松市中区板屋町 110-17

053-452-5111

②ホテルコンコルド浜松

浜松市中区元城町１０９-１８

053-487-0990

③グランドホテル浜松

浜松市中区東伊場１丁目３-１

053-452-2114

④北の庭 THE KURETAKESO

浜松市中区旭町 7-1

053-453-7211

⑤ホテル・ヴィラくれたけ

浜松市中区中区東伊場１丁目１-２６

053-453-0880

⑥コンフォートホテル浜松

浜松市中区砂山町３５３-５

053-450-6111

⑦くれたけインアクト浜松

浜松市中区板屋町６９０

053-459-1511

⑧コートホテル浜松

浜松市中区砂山町３２４-１５

053-457-0505

⑨ホテルルートイン浜松駅東

浜松市中区中央３丁目１０-２８

053-413-1711

⑩アパホテル浜松駅南

浜松市中区海老塚２丁目３-１

053-456-3511

⑪くれたけイン・セントラル浜松

浜松市中区田町２２４-２５

053-454-1211
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５．大会会場アクセスについて
【新幹線でお越しの方】
JR 浜松駅北口より地下へ降り、バスターミナルアクトシティ連絡地下道を通って
アクトシティ中ホール入口へ 徒歩 3 分
【お車でお越しの方】
東京方面からお越しの方

東名浜松 I.C.よりアクトシティまで車で約 20 分

大阪方面よりお越しの方

東名浜松西 I.C.よりアクトシティまで車で約 20 分

【空港よりお越しの方】
中部国際空港よりイーウィング（空港直行バス）にて浜松駅まで約 135 分
静岡空港よりリムジンタクシー（浜松市街地⇔静岡空港）約 1 時間（予約制）

６．昼食（お弁当）について
ご希望により皆様方へ昼食（お弁当）をご用意いたします。

10 月 10 日（木）

１個 1,300 円（お茶付）

※完全事前予約制とさせていただきます。
（当日の販売はございませんので、予めご了承ください）
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７．変更・取消について
お申込み後の変更・取消は FAX にて速やかにご連絡をお願いいたします。
（誤伝達防止のため、お電話でのご連絡はお受け致しませんのでご了承ください）

【取消料各種ご案内】※取消日とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に弊社へご連絡いただいた日とします。
ご利用日の前日から
起算して 20 日前～

前々日

前日

当日

開始後または
無連絡取消

情報交換会

20%

全額

全額

全額

全額

弁当代金

無料

無料

50%

全額

全額

情報交換会と弁当は旅行商品ではありませんので、旅行条件は適用されず、旅行契約に該当しません。

ご利用日の前日から起算して
20 日前～

7 日前～

20%

30%

宿泊代金

前日

当日

40%

50%

開始後または
無連絡取消
全額

８．その他ご案内事項
【お支払いについて】
大会参加費・宿泊費等費用の振込先につきましては、お申込み後にお送りする請求書・明細書に記載致します。
請求書受取後、期日までに指定の銀行口座までお振込みください。
振込手数料はお申込者様にご負担いただいておりますので予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
領収書につきましてはお振込みの控えをもって代えさせて頂きます。
【資料送付について】
「大会参加券」等を一括して９月２５日（水）頃に送付致します。
お受け取りになられた「大会参加券」等は予め内容をご確認の上、当日必ずご持参ください。

【個人情報の取扱いについて】
お申込みの際にご記入いただいたお客様の個人情報につきましては、参加登録、お客様とのご連絡、今大会に
おける運送・宿泊機関等の提供するサービス手配や手続きに必要な範囲内において、株式会社遠鉄トラベルな
らびに大会事務局（第 43 回全国救護施設研究協議大会事務局）が共同して利用させていただきます。その他、
個人情報の取扱いにつきましては旅行条件説明書にて詳しくご案内しております。事前に内容をご確認・ご同意
の上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
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９．お問い合わせ・申込書送付先
【旅行企画・実施】

株式会社遠鉄トラベル

第 43 回全国救護施設研究協議大会係

住所▶ 〒430-0927 静岡県浜松市中区旭町 12-1 遠鉄百貨店新館事務所フロア 12 階

TEL ▶

（０５３）４５７－６４７０

担当▶ 本社営業２課

FAX ▶（０５３）４５７－６４７７

鈴木 健太郎（すずきけんたろう）

営業▶ ９：００ ～ １８：００ （土日祝休）
観光庁長官登録旅行業第 240 号

総合旅行業務取扱管理者 河合敦夫
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ご旅行条件書（国内・募集型企画旅行）
1.募集型企画旅行契約

６.当社による旅行契約の解除・払戻

12.個人情報の取扱について

この旅行は、株式会社遠鉄トラベル (以下｢当社｣といいます)が

次の場合当社は旅行契約を解除することがあります

当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人

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

(1)旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。

情報について、旅行者との連絡のために利用させていただくほか、

と募集型企画旅行契約(以下｢旅行契約」といいます。)を締結

(2)申込条件の不適合

旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の

することになります。

(3)団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能

提供する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

当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機

な時

続きに必要な範囲内で利用させていただきます。※このほか、当

関その他の旅行に関するサービス(以下｢旅行サービス｣といいま

(4)当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することが

社は①会社及び会社と提携する企業の

す。)を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引

できなくなった部分に係る金額を既に履行された旅行サービスに

商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見

き受けます。

対する金額を差し引いたものをお客様へ払い戻します。

やご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。等に旅行者の

旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、出発前にお

個人情報を利用させていただくことがあります。

渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下｢最終旅行

７.当社の責任

日程表｣といいます)および当社旅行業約款(募集型企画旅行の

当社がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷

13.旅行業務取扱管理者

部、以下｢当社約款｣といいます。)によります。

物に関する損害賠償限度額は 15 万円（ただし、当社に故意ま

お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。このご旅

たは重大な過失がある場合はこの限りではありません）。また次の

行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がありましたら、

2.旅行契約のお申込み

場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、

ご遠慮なく旅行業務取扱管者にご質問下さい。

(1)所定日までに申込金のお支払いがない場合、当社はお客様

暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署

別表＜変更補償金＞

に通知の上当該予約はなかったものとして取扱うことがあります。

の命令その他当社の関与し得ない事由により損害を被ったとき

(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領

一件あたりの率
当社が変更補償金を支払う変更

した時（金融機関への振込の場合はその確認が取れた時）に

８.特別補償

成立するものとします。

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故

①募集チラシに記載した旅行開始

により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅

日又は旅行終了日の変更

3.旅行代金のお支払い期日

行業約款特別補償規定により、死亡補償金として 1,500 万円、

②募集チラシに記載した入場する観

旅行代金は、旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から

入院見舞金として入院日数により 2 万円～20 万円、通院見

光地又は観光施設（レストランを含

起算してさかのぼって 21 日目にあたる日よりも前にお支払いいた

舞金として通院日数により 1 万円～5 万円、携行品にかかる損

みます）その他の旅行目的地の変

だきます。 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目

害補償金（15 万円を限度）を支払います。但し、日程表にお

更

にあたる日以降にお申込みの場合は、申込時点または、旅行開

いて、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない

始日前の当社らが指定する期日までにお支払い頂きます。

旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害につ

③募集チラシに記載した運送機関

いて補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、旅行参加
４．契約書面および確定書面（旅行日程表、行程案内書等）

中とはいたしません。

1.5%

3.0%

1.0%

2.0%

のへの変更（変更後の等級および

1.0%

2.0%

1.0%

2.0%

1.0%

2.0%

1.0%

2.0%

1.0%

2.0%

1.0%

2.0%

2.5%

5.0%

に記載した等級および設備のそれを

(1)契約書面とは本旅行条件書、旅行契約締結年月日を証す

９.旅程保証

る書面をいい、確定書面とは出発前にお渡しする｢旅行日程表｣

旅行日程に下表に掲げる変更が行なわれた場合は、旅行業約

や｢行程ご案内書｣のことをいいます。

款（募集型企画旅行契約の部）の規定によりその変更の内容

(2)当社は、旅行契約成立後、速やかに契約書面をお渡ししま

に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を

す。ただし、既にお申込み時点でこれらをお渡ししている場合は、

支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償

この限りではありません。

金の額は、旅行代金の 15％を限度とします、また、一旅行契約

(3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅

についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補

行サービスの範囲は、契約書面および確定書面に記載するところ

償金は支払いません。

によります。

変更補償金の率は旅行業約款（別表・変更補償金）の表を

(4) ①旅行サービスの提供を最初に受けるための集合場所およ

参照してください。

下回った場合に限ります）
④募集チラシに記載した運送機関
の種類（航空機・鉄道・船舶・自動
車等）又は会社名の変更
⑤募集チラシに記載した日本国内
の旅行開始たる空港又は旅行終了
地たる空港の異なる便への変更
⑥募集チラシに記載した日本国内と
外国との間における直行便の乗継
便または経由便への変更

び時刻、②旅行日程、③宿泊機関の名称、④利用する運送機

⑦募集チラシに記載した宿泊機関

関の名称およびその便名が記載された最終旅行日程表をお渡し

10.お客様の責任

いたします。

(1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、

(5)最終旅行日程表については遅くとも旅行開始日の前日迄に

当該お客様は損害を賠償しなければなりません。

お渡しします。なお、旅行のお申込みが旅行開始日の前日から

(2)お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記

起算して７日以降になされた場合、お客様の同意を得て旅行開

載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容につい

始日当日にお渡しすることがあります。

て理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービ

(6)当社は、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配

スについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速

状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあった場合は、

やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければ

迅速かつ適切にこれに回答します。

なりません。

５.お客様による旅行契約の解除（取消料がかかる場合）

11.お客様の交替

お客様は、下記の取消料を払って旅行契約を解除することが出

お客様は契約上の地位を第三者へ譲渡することが出来ます。

来ます。

その場合、出発前日までに、譲渡される方（契約者）からその

旅行出発日の前日から起算して 21 日前まで 不要

旨を当社にご連絡ください。当社所定の用紙に必要事項をご記

旅行開始日の前日から起算して 20 日前まで旅行代金の 20％

入の上手数料（お一人様につき 10,000 円）と共にご提出し

旅行開始日の前日から起算して 7 日前まで旅行代金の 30％

ていただきます。

旅行開始の前日

後

の等級又は設備のより低い料金のも
設備の料金の合計額がパンフレット

の交付

旅行開始
前

の種類（ホテル・コンドミニアム等）
又は名称の変更。
⑧募集チラシに記載した宿泊機関
の客室の種類、設備、景観又はそ
の他の客室条件の変更
⑨前各号に掲げる変更のうち募集チ
ラシのツアー・タイトル中に記載があっ
た事項の変更
旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第 240 号 日本旅行業協会正会員

旅行代金の 40％

旅行開始当日 旅行代金の 50％
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％
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株式会社遠鉄トラベル
〒430-0927 浜松市中区旭町 12-1
TEL053-457-6470/FAX053-457-6477
総合旅行業務取扱管理者 河合 敦夫

第４３回全国救護施設研究協議大会

施設見学のご案内

第 43 回全国救護施設研究協議大会の開催される浜松市には、４つの救護施設が設置されております。
全国大会に参加されるこの機会を利用して市内の施設を見学していただけますよう、下記のとおりご案内
申し上げます。

1.

日時
令和元年 10 月 11 日（金） 午後３時～５時（調整あり）
※原則として現地集合現地解散

2.

定員
見学受け入れの定員は、各施設 20 名までとさせていただきます。
多数お申込みいただいた場合は、時間の調整等をさせていただきます。

3.

お申し込み
見学ご希望の方は、参加申込書の施設見学欄に希望する施設の記号を記入し、お申し込みください。

4.

連絡調整
この施設見学につきましては、株式会社遠鉄トラベルが実施する募集型企画旅行の対象外となりま
すので、9 月中旬に見学施設よりお申込みいただいた施設に、直接連絡調整させていただきます。

記号

施設名

設置経営主体
電話番号

А

Ｂ

救護施設
神ケ谷園

聖隷厚生園
讃栄寮

福）三幸会
053-485-6688
福）聖隷福祉事業団
053-437-4598

福）天竜厚生会

Ｃ

清風寮
053-583-1133
福）遠州仏教積善会

Ｄ

慈照園
053-452-3069

浜松駅からのアクセス
バス（ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ発）電車（「新浜松駅」発）

タクシー

遠鉄バス大平台行「遠鉄ストア大平台店」バス
停下車（乗車 25 分）、徒歩 5 分

20 分

遠鉄バス気賀駅行「聖隷三方原病院」バス停
下車（乗車 40 分）、徒歩 7 分

30 分

遠州鉄道「新浜松駅」乗車～「西鹿島」駅
下車（乗車 30 分）
遠鉄バス厚生会行「西鹿島」乗車「厚生会」下
車（乗車 12 分）、徒歩 1 分
※「西鹿島」駅よりタクシー利用も可能

50 分

遠鉄バス鴨江医療センター行「鴨江坂上」バ
ス停下車（乗車 8 分）、徒歩 3 分

10 分

★各施設の詳細については、全救協ホームページの会員情報をご参照ください。
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