
 

第 6 回日本予防理学療法学会学術大会 

宿泊のご案内 
 

謹啓 皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、このたび「第 6回日本予防理学療法学会学術大会」が広島市において開催されますことを心よりお慶び

申し上げます。大会に参加される方々の便宜をお図りするため、株式会社ＪＴＢ広島支店が宿泊のお世話をさせ

て頂くこととなりました。大会の成功をお祈りいたしますとともに、皆様方のお申込みをお待ち申し上げており

ます。 

                                             謹白 

 

株式会社ＪＴＢ 広島支店 

支店長 藤岡 成輝 

担当者 小田 幸宏 

 下田 隆弘 
 
１．宿泊のご案内 

宿泊の取扱いは、株式会社ＪＴＢ広島支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です。 

◆宿泊期間 2019年 10 月 18日（金）～ 10 月 19日（土）の 2 泊 

◆旅行代金（宿泊料金） お一人様当たり１泊朝食付、税金・サービス料込 

◆添乗員は同行しません。ホテルのチェックインはお客様にて行っていただきます。 

◆最少催行人員 1 名 

◆客室タイプ 洋室 バス・トイレ付 

◆ホテル記号 申込書へ必ずご記入ください。 

 

    
 宿泊料金 

（1 泊/お一人様当たり） 

備考 
    

ホテル
No. 

ホテル名 
食事 
条件 

部屋タイプ 
ホテル
記号 

10 月 18 日
（金) 

10 月 19 日
（土) 

1 リーガロイヤルホテル広島 

朝食付 シングル 1-S 17,000円 19,000円  

朝食付 
ツイン 

（2 名利用） 
1-T 15,000円 17,000円  

2 ホテルサンルート広島 朝食付 シングル 2-S 11,500円 15,000円 全室禁煙 

3 ホテルエスプル広島平和公園 朝食付 シングル 3-S 8,900円 8,900円  

4 ホテルビスタ広島 朝食付 
ダブル 

(1 名利用) 
4-D 12,500円 13,500円  

5 ホテルメルパルク広島 朝食付 シングル 5-S 15,000円 15,000円  

6 ホテル法華クラブ広島 

朝食付 シングル 6-S 11,000円 11,500円  

朝食付 
ツイン 

（2 名利用） 
6-T 9,500円 11,000円  

7 ダイワロイネットホテル広島 朝食付 シングル 7-S 17,000円 17,000円  

8 カンデオホテルズ広島八丁堀 

朝食付 
ツイン 

（2 名利用） 
8-T 11,000円 12,000円  

朝食付 
ツイン 

（1 名利用） 
8-TS 20,500円 22,000円  

朝食付 
ダブル 

(1 名利用) 
8-D 15,000円 17,000円  

9 広島パシフイックホテル 朝食付 シングル 9-Ｓ 10,800円 10,800円  

 

※ ご予約は、お申し込み順とさせていただきますが、部屋数の関係でご希望通りにならない場合は、 

他のホテルへご案内させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

※ 宿泊ホテル名は第二希望までご記入をお願いします。 

※ ツイン2名1室利用をご希望の場合は、申込書備考欄にその旨と同室者様のお名前をご記入お願いします。 



ホテルマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル
No. ホテル名  住所・ＴＥＬ 

1 リーガロイヤルホテル広島  730-0011 広島県広島市中区基町６－７８    TEL：082-502-1121 

2 ホテルサンルート広島  730-0051 広島県広島市中区大手町３－３－１ TEL：082-249-3600 

3 ホテルエスプル広島平和公園  730-0041 広島県広島市中区小町 3－17     TEL：082-541-5555 

4 ホテルビスタ広島  730-0017 広島県広島市中区鉄砲町６－１５  TEL：082-502-7008 

5 ホテルメルパルク広島  731-0011 広島市中区基町 6-36          TEL：082-222-8501 

6 ホテル法華クラブ広島  730-0037 広島県広島市中区中町７－７     TEL：082-248-3371 

7 ダイワロイネットホテル広島  730-0042 広島市中区国泰寺町１－３－２０  TEL：082-545-2955 

8 カンデオホテルズ広島八丁堀  730-0013 広島県広島市中区八丁堀１４－１  TEL：082-511-1300 

９ 広島パシフィックホテル 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀８－１６ TEL：082-221-1231 



2．宿泊のお申し込みについて 

  所定の申込書に記入の上、郵送又はメール、ＦＡＸにて下記「株式会社ＪＴＢ広島支店」までお申込下さい。 

聞き間違いを防ぐ為、お電話でのお申込みはご遠慮ください。お申込み受付後、弊社よりメールまたは、FAX

にて受信確認をお送りいたします。なお、お申込み後 3 日以内に返答がない場合は、お手数ですが弊社担当

までご連絡ください。 

   ◆申込締切日について      2019 年 9 月 13 日(金)  

   ◆請求書・宿泊確認書の発送について 

    9月末頃に申込責任者様に請求書及び宿泊確認書を送付します。 

    間際のお申し込みには、ＦＡＸにて対応する場合もありますのでご了承ください。 

   ◆お支払いについて 

    請求書に記載の弊社指定口座へお振込みください。振込手数料は、お客様にてご負担願います。 

    差額及び変更による追加・返金は、大会終了後の精算とさせて頂きます。    
 
3．変更・取消料について 

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、次の金額を取消料として申し受けます。 

◆変更・取消の場合はお早めに郵送、FAX、E－mail にてご連絡下さい（電話ではお受け致しかねます）。 

◆お申込み後の取消は、下記の通り取消料を申し受けます。下記取消料を差し引いた残金を後日ご返金致します。 

取消日 
宿泊開始日前日から起算してさかのぼって 

前日まで 当日 
旅行開始後の解除 

又は無連絡不参加の場合 8 日前まで 7～2 日前まで 

取消料 無料 20％ 40％ 50％ 100％ 
 
お申し込みの際には必ず旅行条件書（全文）を（お申込み過程で画面表示）にて事前に内容をご確認の上、お申し込み下さい。 

 
●募集型企画旅行契約 
この旅行は株式会社ＪＴＢ広島支店（広島市中区紙屋町2-2-2 観光庁長官登録旅行業第64号。以下「当社」といいます。）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」といいます。）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、別途お渡しする旅行条件書（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立時期 
（1）お申し込みの際には、旅行条件書全文をお渡しいたしますので、事前に内容をご確認頂き、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）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に申込書の提出をしていただきます。 

（3）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。 

（4）お申込金（おひとり）：旅行代金全額。 

●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。 

●旅行代金に含まれるもの 
旅行日程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、コースに示した観光入場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。（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 
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。） 

●「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。）を条件に申込を受

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、 その通知がお客様の到達したとき）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）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。 

●国内旅行保険への加入について  
ご旅行中、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場合があります。これらを担保するた

め、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込の販売員にお問合せください。 

●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、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご通知ください。（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の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。（2）大会事務局へ個人情報を提供する場合があります。 

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2018年12月1日を基準としております。又、旅行代金は 2018年12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。 

当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

◆お問い合わせ・お申し込みについて◆ 

株式会社ＪＴＢ広島支店 担当：下田・繁田・中山 

「第 6 回日本予防理学療法学会学術大会」  

〒730-0031 広島市中区紙屋町２－２－２ 紙屋町ビル２階 

ＴＥＬ：０８２－２３６－３７３３  ＦＡＸ：０８２－２４０－６０３０ 

E メール ec_hij@jtb.com 

営業時間 平日／９：３０～１７：３０ （土曜・日曜・祝日休業） 

総合旅行業務取扱管理者 武田 学 
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。ご旅行の契約に関し担当者からの説明に不明の点がありました

ら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

 

旅行企画・実施 

株式会社ＪＴＢ広島支店 
〒730-0031 広島市中区紙屋町 2-2-2 
観光庁長官登録旅行業第 64 号 

  

  

旅行条件書（要約） ★お申し込みの際には、旅行条件書全文をお渡しいたしますので、事前に内容をご確認の上お申し込みください。     

承認番号：W１９０３０２５ 


