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第１０回 ファミリーホーム研究全国大会が、大分県別府市にて開催されることを心よりお喜び申し

上げます。

皆様の参加登録・宿泊・懇親会等のご案内を弊社「名鉄観光サービス㈱大分支店」が担当させていた

だくことになりました。社員一同万全の体制で準備いたす所存でございます。

多数のご参加を心よりお待ち申し上げます。

名鉄観光サービス㈱大分支店

支店長 豊崎 淳雄

参加登録（申込）について

① 参加ご希望の方は、添付の申込書に必要事項をご記入のうえ、７月２３日(木)までに

ＦＡＸ ０９７－５３６－７３９０でお送りください。郵送可。

○参加登録申込書は、宿泊・懇親会・観光・昼食の申込書も兼ねております。

② 参加券発送後の参加取消・参加費の返金はいたしませんのでご了承ください。

1. ファミリーホーム全国研究大会

参加ご希望の方はお申込書の該当欄に「お名前・記号」を記入ください。

■期 日／2015 年 8 月 22 日（土）～23日（日） ■会場／別府亀の井ホテル

■参加費／事業者会員（養育者補助員）記号① ５，０００円

その他の会員 記号② ６，０００円 （1 日参加） ３，０００円

非 会 員（両日参加） 記号③ ８，０００円 （1 日参加） ４，０００円

大学生・専門学校生 記号④ ２，０００円 （1 日参加） １，０００円

2. 宿泊について

宿泊ご希望の方はお申込書の該当欄に「記号」を記入ください。

■宿 泊 日：8 月 22 日（土）（大会当日）＊休前日料金です。

■別府亀の井ホテル １泊朝食（サービス料・税金込み）幼児：添寝・食事なし 無料

１室２～３名利用 記号ＫＡ お一人様８，７００円／子供・小学生（同額）

１室４～５名利用 記号ＫＢ お一人様７，２００円／子供・小学生（同額）

１室 ６名利用 記号ＫＣ お一人様６，５００円／子供・小学生（同額）

＊1 室は２～６人利用になります、部屋数に限りがありますのでお早めにお申し込みください。

＊シングルの設定はございません。(シングルで亀の井ホテルに宿泊されたい場合は、どなたかと相部屋

になります。それでよろしければ、その旨通信欄にご記入ください)
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■グットインホテル別府１泊朝食（サービス料・税金込）幼児：添寝・食事なし 無料

１室１名利用 記号ＭＡ お一人様６，０００円／子供・小学生（同額）

＊別府亀の井ホテルまで徒歩約１５分です。

■杉乃井ホテル １泊２食（サービス料・税金込み）２歳以下：添寝・食事なし 無料

１室 ２名利用 記号ＮＡ お一人様２６，０００円

〃 〃 子供・小学生２５,８００円／幼児（３歳～未就学児）２５,８００円

１室 ３名利用 記号ＮＢ お一人様２３，７００円

〃 〃 子供・小学生１６，５００円／幼児（３歳～未就学児）１１，８００円

１室４～６名利用 記号ＮＣ お一人様２２，７００円

〃 〃 子供・小学生１５，８００円／幼児（３歳～未就学児）１１，３００円

＊1 室は２～６人利用になります、部屋数に限りがありますのでお早めにお申し込みください。

＊シングルの設定はございません。＊1 泊朝食の設定はございません。（夕食は杉乃井ホテルでの食事です。）

＊別府亀の井ホテルまで車で１５分です。＊杉乃井ホテル⇔別府駅にて無料シャトルバスが巡回しています。

■宿 泊 日：8 月 21 日（金）・8 月 23 日（日）（前泊・後泊）

■別府亀の井ホテル １泊朝食・（サービス料・税金込み）幼児：添寝・食事なし 無料

１室２～３名利用 記号ＫＡ お一人様６，５００円／子供・小学生（同額）

１室４～５名利用 記号ＫＢ お一人様５，０００円／子供・小学生（同額）

１室 ６名利用 記号ＫＣ お一人様４，３００円／子供・小学生（同額）

■グットインホテル別府 １泊朝食（サービス料・税金込み）幼児：添寝・食事なし 無料

１室１名利用 記号ＭＡ お一人様５，５００円／子供・小学生（同額）

■杉乃井ホテル １泊２食（サービス料・税金込み）２歳以下：添寝・食事なし 無料

１室 ２名利用 記号ＮＡ お一人様２３，８００円

〃 〃 子供・小学生２３,６００円／幼児（３歳～未就学児）２３,６００円

１室 ３名利用 記号ＮＢ お一人様２１，６００円

〃 〃 子供・小学生１５，０００円／幼児（３歳～未就学児）１０，７００円

１室４～６名利用 記号ＮＣ お一人様２０，５００円

〃 〃 子供・小学生１４，３００円／幼児（３歳～未就学児）１０，２００円

3. 懇親会について

参加ご希望の方はお申込書の該当欄に「○」を記入ください。

■期 日／2015 年 8月 22 日（土） 19：00～21：00

■会 場／別府亀の井ホテル

■参加費／７,０００円(大人) ３,５００円（子供・小学生）＊子供ランチになります

4. 昼食のご案内

会場周辺には食事施設が少ないので希望者にはお弁当をご用意いたします。
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必要な方はお申込書に下記の記号「ア、イ」を記入ください。

■期 日／2015 年 8月 23 日（日）ご用意いたします。

■弁 当（大人） １,０００円（お茶付） （ア）

弁 当（小人） ６００円（お茶付） （イ）

5. 観光について

日帰り観光コースをご用意いたしました。ご希望の方はお申込書の該当欄に「○」を記入ください。

■期 日／8 月 22 日（土）1 コース、8月 23 日（日）2コース（Ａ、Ｂ）

■参加費／8 月 22 日 １,４００円 8月 23 日 Ａ ２,５００円、Ｂ ２,７００円

＊４歳以上～子供・小学生料金です。（大人参加の場合はお問い合わせ下さい。）

＊４歳以下のご参加はできません。（大人同伴の場合はＯＫです。）原則ホテル内託児です。

日付 行 程

8／22

（土）

亀の井ホテル ――― 水族館：うみたまご ・・・ 高崎山自然動物園 ―― 亀の井ホテル

13：00 17：00

8／23

（日）

Ａ
亀の井ホテル ―――――― ハーモニーランド ――――――― 亀の井ホテル

（昼食付） 15：00

Ｂ
亀の井ホテル ―――――― アフリカンサファリ ――――――― 亀の井ホテル

09：00 （昼食付） 15:00

6. 託児費用について

託児が必要な方は、お申込書にお子様のお名前を記入して託児申込み欄へ「記号」を記入ください。

（Ａ）8 月 22 日 （Ｂ）8 月 23 日 （Ｃ）2 日間

■費 用／１日 ５００円 ２日間 １，０００円

7. 国内旅行傷害保険について

参加者の皆様が、安心して本大会へ参加・お過ごしいただけるために国内旅行傷害保険への加入をお勧めいたします。

■お申込みの方は、「申込書」の保険欄に記号をご記入と併せてご署名をお願い致します。後日別途ご案内をさせていただきます。

●保険料および保険金額

保険料 ５００円（３泊４日） １０００円（３泊４日）

申込番号 Ａ４２ Ａ４３

死亡・後遺障害 ３５５万円 ８１５万円

入院保険金日額 ４，５００円 １２，０００円
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通院保険金日額 ３，０００円 ６，０００円

賠償責任（自己負担額なし） ３０００万円 ３０００万円

携行品（自己負担額 3,000 円） ５万円 １０万円

救援者費用 ５０万円 ５０万円

＊この保険によって補償される保険期間は平成 27年 8月 22 日午前０時から 8月 25 日夜 12 時まで、かつ大会にご参加のために

ご自宅を出発されてからご帰宅までとなります。

なお保険の詳細につきましては、添付保険リーフレットにてご確認下さい。 ｃｐ13-110

8. 申込方法

(１)申込書に必要事項をご記入の上、７月２３日(木)までにＦＡＸまたは郵送にてお申

し込み下さい。

(２)申込先：名鉄観光サービス㈱大分支店

〒８７０－００３５ 大分県大分市中央町１－１－５（大分第一生命ビル４階）

ＴＥＬ： ０９７－５３４－７６０７ ＦＡＸ：０９７－５３６－７３９０

(３)申込締切後に順次、予約関係書類および請求書を送付いたします。

(４)予約関係書類及び請求書到着後、指定期日までにお振込をお願いします。

９. 変更・取消について

(１)お申込後の変更・取消は、必ずＦＡＸまたは郵送にて当社へご連絡下さい。

(２)参加費については、お申込後の取消返金は出来ませんので予めご了承下さい。

(３)変更・取消料（受付日は、当社受付時間内とさせていただきます）

取 消 日 宿泊・観光 懇親会 昼食

８／３以降～８／１５ ２０％ 無料 無料

８／１６以降～前々日まで ３０％ ３０％ 無料

前日 ４０％ ４０％ ４０％

当日 ５０％ ５０％ １００％

無連絡 １００％ １００％ １００％

１０. 個人情報の取扱について

参加申込の際に提出された申込書に記載された個人情報は、お客様と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

スの受領のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。また、大会事務局に提出させていた

だきます。それ以外の目的でご提供いただいた個人情報は利用いたしません。

当社の個人情報取扱方針は、ホームページ又は店頭にてご確認下さい。（http://www.mwt.co.jp/index.shtml）

１１. 旅行条件（募集型企画旅行契約）

本大会の宿泊・懇親会は名鉄観光サービス㈱（観光庁長官登録旅行業第５５号）が旅行企画実施する旅行であり、この旅行
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の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。契約の内容・条件およびその他詳細につき

ましては、当社店頭またはホームページ（http://www.mwt.co.jp/info/yakkan1.shtml）にて確認のうえお申込ください。

１2. お申込・お問合せ先

名鉄観光サービス㈱大分支店

■〒８７０－００３５ 大分県大分市中央町１－１－５（大分第一生命ビル４階）

担当：今井 豊 麻生 尚花 井原 秀徹

■ＴＥＬ： ０９７－５３４－７６０７ ＦＡＸ：０９７－５３６－７３９０

■E-mail ： yutaka.imai@mwt.co.jp

１3. 大会会場の案内

≪会場≫

別府亀の井ホテル

〒８７４－０９３６ 大分県別府市中央町５－１７（０９７７－２２－３３０１）

≪アクセス≫

① JR 利用のお客様

最寄の駅は「ＪＲ別府駅」となります。別府駅から徒歩にてホテルまで約４分です。

西口（山側）から巡回マイクロバス（無料）を出します。（時刻表は次ページ）バスを待

つよりも、駅ガード下商店街を通って徒歩でホテルまでは近いです。

② 大分空港利用のお客様

空港バス「エアライナー」（空港からは２０～３０分に１本程度発車）にて「別府北浜バ

スセンター」まで約４０分です。(片道大人１５００円、子ども７５０円)

バスセンターより徒歩にて約１５分です。

北浜バスセンターより巡回マイクロバスを出します（無料）。（時刻表は次ページ）

③ お車利用のお客様

最寄のＩＣは「別府ＩＣ」となります。

別府ＩＣからホテルまで約１２分です。

＊ホテル駐車場は無料です。

巡回マイクロバス時刻表（８月２２日のみ）

別府北浜ＢＳ １０：４０ １１：２０ １２：３０ １３：００

ＪＲ別府駅西口 １１：０５ １２：００ １３：３０
１４：００

これが最終です。
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＜別府中心図＞

＜ホテル付近図＞

別府北浜バス停JR 別府駅西口

流川通り

亀の井ホテル
別府駅より
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グッドイン別府

トキハ

大分市方面


