
開　催　期　日  令和3年11月13日（土） 9：00～17：00

 ホテル日航福岡　　３階「都久志の間」

 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2丁目18-25

 電話： 092-482-1111　FAX： 092-482-1127

開　催　場　所

開　催　期　日  令和3年11月12日（金）17：30～19：30

 ホテル日航福岡　　３階「都久志の間」

 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2丁目18-25

 電話： 092-482-1111　FAX： 092-482-1127

前夜祭参加費用  お一人様　15,000円

開　催　場　所

第36回全国医療法人経営セミナーでは、ランチョンセミナー（お弁当提供）を計画しております。
参加ご希望の方は、事前のお申込みをお願いいたします。

   会　員　　　　　　　　　 お一人様　10,000円

   会　員（2人目以降）　お一人様　15,000円

   非会員　　　　　　　　　お一人様　15,000円

   非会員（２人目以降）  お一人様　10,000円

  ※申込締切日（10月1日）以降にお申込みの場合

   会　員　　　　　　　　　 お一人様　13,000円

   会　員（2人目以降）　お一人様　18,000円

   非会員　　　　　　　　　お一人様　18,000円

   非会員（２人目以降）  お一人様　13,000円

参　加　費　用

◎ セミナー概要

◎ 前 夜 祭

◎ ランチョンセミナーのご案内 （11月13日 セミナー当日）

※ランチョンセミナーは、旅行契約ではございません。

第36回 全国医療法人経営セミナー
～参加・宿泊等のご案内～

※前夜祭は、旅行契約ではございません。



■ 宿泊期日 ： 令和3年11月12日（金） ※ 前泊（11/11）・後泊（11/13）をご希望の場合は、お申込みの際にお知らせ下さい。

■ ご利用ホテル ： JR博多駅周辺（下記ご参照下さい）

■ 宿泊・食事条件： 1泊朝食付（税・サービス料込）のお一人様料金

■ 備 考 ： 福岡市にご宿泊の場合、宿泊税を別途チェックイン時にお支払い下さい。

（宿泊費用が20,000円未満の場合＠200円, 20,000円以上の場合＠500円／1泊につき）

地図

記号 ホテル名 部屋タイプ 申込記号
旅 行 代 金
（宿泊代金） アクセス

シングル（1名利用） Ａ-1 26,400円

ツイン（2名利用） Ａ-2 19,800円

②  ANAクラウンプラザホテル福岡 シングル（1名利用） Ｂ 29,700円 博多駅より徒歩2分

③  ソラリア西鉄ホテル福岡 シングル（1名利用） Ｃ 28,600円 地下鉄「天神駅」より徒歩5分

④  ホテルオークラ福岡 シングル（1名利用） Ｄ 26,400円 博多駅より徒歩5分

⑤  西鉄グランドホテル シングル（1名利用） E 24,200円 地下鉄「天神駅」より徒歩5分

⑥  ザ ロイヤルパークホテル福岡 シングル（1名利用） F 19,800円 博多駅より徒歩5分

⑦  JR九州ホテル ブラッサム博多中央 シングル（1名利用） G 16,500円 博多駅より徒歩2分

①  ホテル日航福岡 博多駅より徒歩3分

◎ 宿泊のご案内

※アクセス時間は、JR博多駅（博多口）からのおおよその移動時間です。
※旅行代金には、宿泊費，朝食代及び消費税を含みます。 なお、記載のないお食事代，飲料代，交通費，駐車場代及び洗濯代（クリーニング代含む）等、

個人的性質の諸費用は宿泊料金には含まれておりません。



◎ ゴルフ（オプション）のご案内

1. お申込み方法

※先着順での受付となりますので、予めご了承ください。
※ゴルフのお取扱いに関しては、旅行契約ではございません。

日　　　時  令和3年11月12日（金）　8時00分スタート　　（OUT・IN同時スタート）

 古賀ゴルフ・クラブ

 〒811-3105　福岡県古賀市鹿部1310-1

 電話： 092-943-2355

参加費用  お一人様　17,700円　　※プレイ料金のみ

 最大40組まで受付可能
 2021年10月29日（金）より取消料が発生いたします。

場　　　所

備　　　考

お申込み方法は、下記の2通りとなります。

①お申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお申込み下さい。

≪FAX送信先≫ 092-432-3600

②パソコンまたはスマートフォンをご利用いただき、申込専用サイトからお申し込み下さい。

http://www.mwt-mice.com/events/ajhc2021

➢ 宿泊のお申込みについて、「A-2（ホテル日航福岡／2名様1室）をご希望のお客様は、同室者名も必ずご記入・

ご入力下さい。

➢ お申込み受付順にご希望のホテルを手配させていただきますが、ご希望のホテルが満室の場合は、ご希望に沿えない

場合がございますので、予めご了承下さい。

➢ 専用サイトからお申込みの場合、申込み完了時に登録されたメールアドレスへ参加登録完了と参加費振込みの

ご案内を送信させていただきます。

注１： 翌営業日を過ぎても申込完了メールが届かない場合は、名鉄観光サービス㈱福岡支店まで必ずご連絡ください。

注２： お使いのパソコン等でセキュリティのためメールの受信拒否設定をされてある場合は、「＠mwt.co.jp」ドメイン

からのメールが受信できるよう予め設定をお願いいたします。

■お申し込み締切日： 令和3年10月1日（金）

申込締切日以降に、請求書・参加券・各種利用券を発送させていただきます。

■変更・取消について

間違いのない手配を行うため、変更・取消につきましては「名鉄観光サービス㈱福岡支店」までご連絡をお願いいたし

ます（お電話での変更・取消は致しかねますので、「申込用紙（FAX用紙）」をご利用下さい）。

■その他：

参加費入金後ならびに、10月2日（土）以降の参加取消については、原則として参加費用の返金はせず、資料の送付を

もってかえさせていただきますので、予めご了承ください。

http://www.mwt-mice.com/events/ajhc2021


2. ご旅行条件の要約
この旅行は、名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）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
（以下、「旅行契約」といいます）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確
定書面（最終日程表）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。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。

●申込方法と契約の時期

（1）旅行のお申込みは専用サイトよりお申込みください。。当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を収受した時に契約が成立します。

（2）旅行代金は、「お支払い対象旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部として取扱います。

（3）団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権

を契約責任者が有しているとみなします。

●旅行代金のお支払い

（1）旅行代金全額お支払いの場合は弊社が指定する期日までにお支払いください。

（2）申込金と残金を分けてお支払いの場合は、お一人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。

30,000円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000円以上旅行代金まで

30,000円以上60,000円未満・・・・・・・・ 10,000円以上旅行代金まで

60,000円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20,000円以上旅行代金まで

（3）残金は旅行開始日の前日からさかのぼって21日前にあたる日より前（お申込みが間際の場合は当社が指定する期日まで）にお支払いください。

●旅行代金に含まれるもの

（1）旅行日程に明示された宿泊費、食事及び消費税等諸税。

（2）上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●取消料

（1）宿泊の部： お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

解除期日 取消料（お一人様）

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り旅行にあっては10日目）にあたる日以降8日目にあたる日まで 旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降前々日にあたる日まで 旅行代金の30％

旅行開始日の前日 旅行代金の40％

旅行開始日当日 旅行代金の50％

無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100％

（2）前夜祭の部： 次の取消料をお支払いいただくことによりお申込みを取消することができます。

解除期日 取消料（お一人様）

2021年11月3日（水）まで ／ ご利用日の前日から起算してさかのぼって9日目にあたる日まで 無 料

2021年11月4日（木）から11月9日まで／ご利用日の前日から起算してさかのぼって8日目にあたる日以降 30％

2021年11月10日（水）・11日（木）／ご利用日の前々日・前日 50％

当日または無連絡 100％

（3）ゴルフについては、2週間前（10月29日）より取消料が発生いたします。

※前夜祭・ゴルフは旅行契約ではございません、手配先との取り決めにより、上記取消料を適用させていただきます。

■取消の受付基準日は、当社の営業日・営業時間内（月～金／9：30～17：00）のFAX受信を基準といたします。

WEB申し込みのお客様も、取消の際は必ずFAXにてご連絡をお願いいたします。

■取消後の返金は、大会終了後、取消料を差引のうえ送金させていただきます。事務処理の都合で多少日数がかかることがございますので

予めご了承ください。

■セミナー参加費につきましては、入金後ならびに10月2日以降の参加取消につきましては返金いたしません。

セミナー資料の発送をもってかえさせていただきますので、予めご了承ください。

●申込方法と契約の時期

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って身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の

補償金及び見舞金を支払います。

●旅程保証

当社はパンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第29条別表左欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は同条

に定めるところによる変更補償金をお支払いいたします。

●基準日

この旅行は2021年6月16日現在の運賃・料金を基準にしております。又この旅行条件は2021年4月３日を基準にしています。



3. ご旅行条件

この旅行は、名鉄観光サービス株式会社 福岡支店が旅行企画・実施する「募集型企画旅行」です。

《最少催行人員》 1名
《添乗員》 同行いたしませんので、ホテルへのチェックインはお客様ご自身で行っていただきます。
《旅行条件・旅行代金の基準》 この旅行条件・旅行代金は令和3年4月3日を基準としています。
※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。
※この書面は、旅行業法第12条の4に定める旅行取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約書面の 一部になります。
※現地までの交通費等諸費用・クリーニング代・電報・電話料・追加飲食費等 個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金は含まれません。
※前夜祭・ゴルフの取扱いに関しては、旅行契約ではございません。
※旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を収受した時に成立します。

名鉄観光サービスホームページ（https://www.mwt.co.jp/）⇒ TOPページ右下部⇒各種約款・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）

4. 個人情報の取り扱いについて

当社は申込書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、お申込みいただいた旅行における運送・宿泊機関の
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き、必要な範囲内で当該機関等に提供いたします。
※当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社のホームページにてご確認ください。
（http://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml)

≪ランチョンセミナーご参加のお客様≫
第36回全国医療法人経営セミナーでは、ランチョンセミナーを計画されてあります。
お申込者の情報は、セミナー事務局より共催者（Sansan株式会社／https://jp.corp-sansan.com/）へ提供されます。

https://www.mwt.co.jp/
http://www.mwt.co.jp/info/kojinjohohogo.shtml


名鉄観光サービス株式会社 福岡支店 担当：井浦・野下

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-2-5 紙与博多ビル内
TEL（092）451-8811 FAX（092）432-3600
営業時間 （平日）9：30～17：00 （土・日・祝祭日）定休

観光庁長官登録旅行業第55号
日本旅行業協会正会員
ボンド保証会員
旅行業公正取引協議会会
総合旅行業務取扱管理者 鹿嶋智彦

5. お申込み・お問い合わせ先

旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う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、ご遠慮なく上記取扱管理者にお尋ねください。

〔九営本承認 No.S21-0202〕


