
 
 
 
 
 
 

・	 ・・・・歓迎のご挨拶・・・・・ 

謹 啓 

  皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

このたび、第１３回日本グループホーム学会沖縄大会が来る６月４日（土）より２日間、沖縄県で開

催されますことを心よりお祝い申し上げます。開催にあたり、ご参加いただく皆様方の参加申込み受

付、及びご宿泊等のお世話を弊社にご用命賜り厚く御礼申し上げます。 
本大会のご成功をお祈りすることはもとより、社員一同全ての面において万全の準備をいたし、 

皆様に心からご満足いただけますよう、一生懸命お世話させていただく所存でございます。 

皆様方のお越しを心よりお待ち申し上げます。 

謹白 

 

名鉄観光サービス株式会社 沖縄支店 

支店長 吉田 政敏 

 
² お申込みについて  

大会参加、宿泊等を下記の要領で申込み下さい。 
なお、参加申込み締切後、分科会・ホテル等の調整後「参加券」「分科会参加券」「宿泊券」「懇親会

参加券」を発送させていただきます。 
 また、変更事項やお取消につきましては速やかに当支店へＦＡＸにてご連絡くださいますようお願

いいたします。 
 
 
                       
                       
                               
 
 
 
 
 
 

 
                                

         ５月２４日（火）頃発送予定・・・・・・ 
 
 
 
 
       ５月２７日（金）までに  ・・・・・・ 

 
 
 
 
 
 

【お願い】 
お電話によるお申込み、変更はトラブル

の原因の為、ＦＡＸまたは郵送の受付に

限らせていただいております。 
ご協力お願い申し上げます。 

参加申込みはＦＡＸまたは郵送にて

名鉄観光サービス㈱沖縄支店へ。 
ＦＡＸ：０９８‐８６２‐８２１

２  

＜申込期間＞ 
本要項到着後、 

５月１９日（木）締切 

参加券・宿泊券等にあわせ、ご請求

書を、直接参加者施設宛にお送り致

します。 

参加券等の内容をご確認の上、請求

金額をお振込下さい。 

第１３回日本グループホーム学会沖縄大会 

＜参加・懇親会・宿泊について＞ 

入金確認の時点で、契約成立となり

ます。 



 

＜第１３回日本グループホーム学会沖縄大会＞ 

①  大会参加会場：沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」  

       ６月４日（土）～６月５日（日）２日間  

② 懇親会：会場：パシフィックホテル沖縄  

       ６月４日（土）18 時 30 分～20 時 30 分  

③  ご宿泊について（当社の募集型企画旅行商品です） 
宿泊設定日 ・・・ ２０１６年６月３日（金）・４日（土）・５日（日）３泊 

（前泊のご希望の方も、別紙参加申込書の欄にご記入下さい） 
宿泊条件  ・・・ １泊朝食付き（お一人様料金／税込） 
※すべて洋室、シングルは１名、ツインは２名、トリプルは３名の利用となります。 
 （注）トリプルはエクストラベットとなります。 

宿泊 

エリア 
宿泊施設名 

部屋 

タイプ 

宿泊料金 

大会前日 

６月３日 

宿泊料金 

大会当日 

６月４日 

宿泊料金 

大会翌日 

６月５日 

申込 

コード 

那覇 

１．	 パシフィックホテル沖縄 

那覇市西 3-6-1 

TEL 098-868-5162 

シングル ９，７２０円 ９，７２０円 ９，７２０円 １‐S 

ツイン ６，４８０円 ６，４８０円 ６，４８０円 １‐T 

トリプル ５，９４０円 ５，９４０円 ５，９４０円 １‐R 

２．	 那覇ビーチサイドホテル 

那覇市辻 3-2-36 

   TEL 098-862-2300 

シングル ７，０２０円 ７，０２０円 ７，０２０円 ２‐S 

３．	 ネストホテル那覇 

那覇市西 1-6-1 

TEL 098-868-1118 

シングル 
１０，８００

円 

１１，８８０

円 

１０，８００

円 
３‐Ｓ 

ツイン ７，０２０円 ７，０２０円 ７，０２０円 ３‐T 

トリプル ６，４６０円 ６，４６０円 ６，４６０円 ３‐R 

４．	 琉球サンロイヤルホテ

ル 

那覇市東町 6-20 

TEL 098-862-3811 

シングル ８，１００円 ８，１００円 ７，５６０円 ４‐S 

ツイン ５，９４０円 ５，９４０円 ５，４００円 ４‐T 

トリプル ５，４００円 ５，４００円 ４，８６０円 ４‐R 

５．	 ルートイン那覇旭橋駅

東 

那覇市泉崎 1-19-12 

TEL 098-860-8311 

シングル ７，５６０円 ７，５６０円 ７，５６０円 ５‐S 

６．	 ホテルグレイスリー那覇 

那覇市松尾 1-3-6 

TEL 098-867-0489 

シングル 
１０，８００

円 
１０，８００円 

１０，８００

円 
6‐S 

ツイン ９，１８０円 ９，１８０円 ９，１８０円 ６‐T 

 
（注意）申込先着順にて、ご用意させていただきます。ご希望に添えない場合がございます。 
 
l 申込締切日  ・・・ ５月１９日（木）  
l 申込先    ・・・ 名鉄観光サービス㈱沖縄支店 
          （FAXまたは郵送でお申込ください） 

 
（ご注意）大会参加についてはお申込後５月２０日（金）以降の参加取消および当日欠席は大会参加費



は返金いたしません。但し、参加券を事務局へ送付の方へは大会資料を後日送付させて頂きます。 



オプショナルツアーについて  
( ア ) ツアー設定日：２０１６年６月４日（土） 
( イ ) 参加料金：各コースにより設定 
(ウ) 添乗員は各コース最低１名同行いたします。 

                    
●６月４日（土） Ａ 北部満喫（美ら海水族館見学） 終日コース 

  
                    
 

行 

程 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

 

パシフックホテル出発（9：00）⇒ワルミ大橋・古宇利大橋⇒（途中：昼食）⇒美ら海水族館見

学 

 

 
 ⇒ナゴパイナップルパーク⇒パシフィックホテル（17：30） 

 

 
                

  

 

 

※沖縄最長の架橋・長さ 1960ｍ無料の橋として国内２番目の長さで橋の両側から見えるエメラルド

グリーンが見えます。 

 

 
※美ら海水族館は大迫力の巨大水槽「黒潮の海と巨大ジンベイザメ」が見どころ 

 

 
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	                     	 	 ■旅行代金：お１人様１１，０００円	 手帳持参の方９，１００円	 同伴者（１名様のみ）９、１

００円	 

	 	 	 （旅行代金に含まれるもの：貸切バス代・昼食代・美ら海水族館入園料・添乗員費用・保険料・

諸税）  
 

                    
●６月４日（土） B 琉球村と「道の駅かでな」 半日コース 

  
                    
 

行 

程 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

 

パシフックホテル出発（13：00）⇒琉球村 と 道の駅かでな（休憩）⇒パシフィックホテル

（17：30）へ 

 

 
                

  

 

 

※国登録有形文化財の旧家や古き良き沖縄が楽しめます。途中、「道の駅かでな」で休憩、 

米軍嘉手納飛行場が一望できる観光スポット 

 

 
  

 

 
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	                     	 	 ■旅行代金：お１人様７，５００円	 手帳持参の方６，３００円	 同伴者（１名様のみ）６，３０

０円	 

	 	 	 （旅行代金に含まれるもの：貸切バス代・琉球村入園代・添乗員費用・保険料、税込）	 

	                     
●６月４日（土） C おきなわワールド（鍾乳洞見学） 半日コース 

  
                    
 

行 

程 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

 
パシフックホテル出発（13：00）⇒おきなわワールド見学⇒パシフィックホテル（17：30）へ 

 

 
                

  

 

 

※日本最多数の鍾乳石がある大鍾乳洞・玉泉洞をはじめ１０を超える多彩な施設が点在し、美しい

赤瓦の町並みが広がる王国村など沖縄の魅力が楽しめます。 

 

 
   

 

 
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	                     	 	 ■旅行代金：お１人様７，０００円	 手帳持参の方５，８００円	 同伴者（１名様のみ）５，８０

０円	 

	 	 	 （旅行代金に含まれるもの：貸切バス代・おきなわワールド入館料・添乗員費用・保険料・諸税）	 

	 
                   

  
※各コース貸切バスでの移動です。（申し訳ございませんが、座席の指定はお受けできません） 



※交通事情等により時間が変更となる場合がございます。 
※最少催行人員は各コース２５名様です。 
 
 
 
 
 
 
●	 募集型企画旅行契約 
この旅行（宿泊、懇親会、オプショナルツアー）は名鉄観光サービス㈱が旅行企画・実施するものであり、旅

行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。★旅行契約の内容・条件に

つきましては、大会参加券類送付の際、「詳しい旅行条件書」を同封いたしますのでご確認いただきますようお

願い申し上げます。 
★	 契約の内容・条件につきましては、お申込前に当社の店頭またはホームページでもご確認いただけます。 
 
  名鉄観光ホームページ（http//www.mwt.co.jp）⇒ご利用案内（ＴＯＰページ最下部）⇒	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 運営、約款、条件書等について⇒ご旅行条件書（国内・募集型企画旅行の部） 
 
 
●	 取消料／お客様はいつでも取消料をお支払いいただくことにより契約を解除することができます。 

 
個人情報の取扱いについて 
名鉄観光サービス㈱は、旅行申込の際ご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや、輸送・

宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当

該機関等及び手配代行者に提供いたします。 
★上記の他、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認下さい。 
 
 名鉄観光ホームページ（http//www.mwt.co.jp）⇒ご利用案内（ＴＯＰページ最下部）⇒	 

	 	 	 	 	 運営、約款、条件書等について⇒ご旅行条件書（個人情報保護方針、個人情報保護の対応について 
 

 
④  変更・取消しについて  

( ア ) お申込み後の変更・取消しは、ＦＡＸにて速やかにご連絡下さい。 
( イ ) お申込み後５月２０日 (金）以降の参加取消しの場合、参加費の返金はございません。全額ご請
求となります。 

(ウ) ご宿泊・懇親会・オプショナルツアーの取消料については、下記「ご旅行条件について」内の取
消料にてご確認下さい。（取消料金は宿泊日、宿泊料金、懇親会費及びオプショナルツアー参加

料金を基準としています）。 
 
² ご入金について  

名鉄観光サービス㈱沖縄支店より参加券・宿泊券等に合わせて、ご請求書をお送りいたしますので

５月２７日（金）までに指定の銀行口座へご送金下さい。 
 
 
 
 
 
 
 

 １４日前～８日前 ７日前～２日前 前日 当日 無連絡 

宿泊費・懇親会費 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

オプショナル 
ツアー参加料金 無料 ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

ご旅行条件について 

＜参加・宿泊等申込み先＞ 
旅行企画・実施 名鉄観光サービス株式会社  沖縄支店  観光庁長官登録旅行業第 55号 

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地２‐８‐１（沖縄第 27大京ビル 3階） 
            ＴＥＬ ０９８‐８６２‐８２１１  ＦＡＸ０９８‐８６２‐８２１２ 
            《営業時間》 月曜日～金曜日   ９:００～１８:００ 
                   土・日曜、祝祭日  定休日 
                   担当：原 



 
 
 
 
 
 
 
 



申込

第１希望 第２希望 第３希望

第１希望 第２希望 第３希望

第１3回日本グループホーム学会　沖縄大会　　参加申込書

   名鉄観光サービス㈱沖縄支店　行 （ＦＡＸ　098-862-8212） 　№ ・新規申込

＜記入上の注意＞ ・変更・取消

○本申込書はコピーしてお使いください。 ※いずれかに○をお付けください

○申込書のコピーを「お客様控え」として必ずお手元にお取りください。

○申込みは４月２１日（木）必着にて、名鉄観光サービス㈱沖縄支店にお送りください。

都道府
県名

フリガナ
申込者氏名

（フリガナ）

施設名

住所

（〒　　　　　‐　　　　　　）

①

フリガナ

参加区分

　□　　会員　（5,000円）

　□　参加

参加者氏名
　□　　非会員　（8,000円）

　□　　入居者大集合　（500円）

懇親会 オプショナルツアー職業

　□入居者　　　　□世話人 　　 □施設職員　　　□家族

　　　　□その他（　　　　　　　　　　　）

　　　TEL　　098-862-8211

　□　不参加

宿泊【６/３（金】　前日宿泊

　□　参加

第１希望 第２希望

②

フリガナ

参加区分

　□　　会員　（5,000円）

参加者氏名
　□　　非会員　（8,000円）

　□　　入居者大集合　（500円）

懇親会 オプショナルツアー職業

　□入居者　　　　□世話人 　　 □施設職員　　　□家族

　　　　□その他（　　　　　　　　　　　）

宿泊【６/３（金】　前日宿泊

第１希望 第２希望

	 	 	 沖縄支店

【ご返金の際のお客様口座名】

銀行名
（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　	 	 ）銀行	 ・	 金庫	 ・	 組合

（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　	 	 	 ）本店	 ･	 支店

　　　担当：原

〒900-0015	 	 	 	 	 沖縄県那覇市久茂地２-８-1 口座名義 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 沖縄第27大京ビル３階 口座番号 （普通・当座）

　	 　	 FA X　　098-862-8212

宿泊【６/４（土】　当日宿泊
第１希望 第２希望

宿泊【６/４（土】　当日宿泊
第１希望 第２希望

備考

ﾂｲﾝ同室の方のお名前、

その他をご記入下さい

ﾂｲﾝ同室の方のお名前、

その他をご記入下さい

備考

第１希望 第２希望

宿泊【６/５（日】　前日宿泊

　□　不参加

ＴＥＬ

ＦＡＸ

携帯

宿泊【６/５（日】　翌日宿泊

第１希望 第２希望

＜弊社使用欄＞ 月 日

上記、受領いたしました。 担当

 


