




☆FAX専用申込書（ＷＥＢ申込みの方はＷＥＢサイトよりお申込み下さい）

FAX：0466-33-6798 TEL0466-35-6988 ⽇本旅⾏ 千葉⾃治体学校ＦＡＸ専用デスク

お申込み締切り⽇：2017年6月23⽇（⾦）まで ※宿泊のお申込みがない場合は7月7⽇(⾦)まで

※必ず、控えを保存して下さい。

⾃治体学校 in 千葉 参加・宿泊申込書第59回

※下記（ア）〜（エ）のアンケートは申込書に記⼊された⽅、全員分をご記⼊ください。

●参加費：研究所会員 14,000円、一般 16,000円 部分参加は7/22(6,000円)、 7/23(7,000円)、7/24(4,000円)

●新規入会者割引:2日以上の参加で、研究所に新規入会される方は当日受付で4,000円をキャシュバック致します。

●現地分科会21～23のコース別に別記の費用がかかります。※定員制のため事前申込で先着順となります。

新規・追加・変更・取消

【ご注意】①ホテルについては、先着順で受付させて頂きます。 ②ツインルームをご希望の⽅は、組み合わせの同室者名をご記⼊く
ださい。③喫煙ルームをご希望の⽅は、通信欄に〇印をご記⼊ください。(基本禁煙での手配となります。ご希望に添えない場合が
ございます)
【お願い】領収書は銀⾏振り込み票で代⽤させて頂きます。領収書発⾏をご希望の⽅は、通信欄にその旨をご記⼊ください。

(弊社記⼊欄)申込No. 受付⽇ / 確認書: /

第59回 ⾃治体学校 in千葉
開催日 : 2017年7月22日（土）～7月24日（月）

お申込みのご案内
お申込み締め切り日：2017年6月23日（金）

ご宿泊のお申込みがない場合は7月7日（金）まで受付けております。

7/22（土）・7/24（月） ●全体会 ⻘葉の森芸術⽂化ホール（会場へのアクセス）

7/23（日） ●分科会・講座 植草学園大学 （会場へのアクセス）

お問い合わせ･お申込先（旅行企画･実施）

観光庁⻑官登録旅行業第2号

株式会社日本旅行千葉支店
TEL:043-227-2307 FAX：043-225-2241 (FAX申込の番号とは異なります）

〒260-0012 千葉市中央区中央2-2-16 千葉センタースクエアビル4階
総合旅行業務取扱管理者：武笠 克彦
担当：加藤・高坂・阿部 営業時間：平日9：20〜17：20（土・日・祝日休み）

■電車を利用の方 京成千原線 千葉寺駅より徒歩15分

■バスを利用の方

ＪＲ千葉駅東口より２番のりば 千葉中央バス 星久喜台経由ハーモニープラザ下車徒歩8分

ＪＲ千葉駅東口より７番のりば 京成バス 大学病院、 南矢作行き 中央博物館前下車徒歩10分

ＪＲ蘇我駅東口より２番のりば 大学病院行き 芸術文化ホール前下車徒歩5分

■千葉都市モノレール利用 千城台北駅より徒歩10分

■千葉駅よりバス利用 千葉駅東口より１１番のりば ちばシティバス 植草学園行き 約35分

（一社）日本旅行業協会正会員

総合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の責任者です。 この旅行の契約に関し、
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ご質問ください。

ＦＡＸ専用デスクは日本旅行経理部審査課と電話番号が共有となっております。ＦＡＸ着信やお問い合わせの際は
「千葉自治体学校デスク」とお申出いただきお問い合わせ下さい。営業時間 平日 9：00〜17：45（土日・祝日休業）

裏面の「お客様の個人情報取扱い」について同意の上申し込みます
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口座名義（カタカナ）

（料金計算事例　参加費一般　16,000円　現地分科会　7,000円　弁当　1,000円　地酒交流会　3,000円　宿泊7/22　11,700円　7/23　9,500円　　合計　48,200円）
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①宿泊施設は、千葉市内のホテル（シングル又はツイン）をご用意しております。

会場へ便利な、千葉駅、蘇我駅から満室になることが想定されます。お早めにお申込下さい。

②宿泊料金は、１泊朝食付きでのご案内となります。（税金・サービス料含む）「宿泊料金（＝旅行代金）」

③ご希望のホテルの「希望番号」を、宿泊申込書にご記入下さい。（第２、第３希望まで必ずご記入下さい）

参加費：自治体問題研究所個人会員 １４，０００円、一般 １６，０００円

部分参加は会員・一般同額 ７月２２日：６，０００円 ７月２３日：７，０００円 ７月２４日：４，０００円

１：学校参加費

２：ご宿泊の案内 〈 旅行期日：2017年7月22日（土）～24日（月）

３：現地分科会

４：お弁当の申込み

６：申込み方法

７：お取消し・変更方法

現地分科会は、学校参加費に加えて、下記の追加費用が必要です。

★現地分科会追加費用は、バス代、食事代、施設入場見学料などの必要経費です。 ・

21●戦跡とオスプレイ整備拠点をめぐり平和を考える・・・・・・・・・・ ８，０００ 円 (最少催行人員２０名）

22●地産地消で地域おこしの里を訪ねる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７，０００ 円 (最少催行人員３０名）

23●先駆的な歴史と食文化をめぐる ・・・･･･････････････・・・・・・ ７，０００ 円 (最少催行人員３０名）

７月２３日（日）の昼食弁当は、事前にお申込み下さい。

お弁当（お茶付） １，０００円（税込） 会場周辺は飲食店が少ないのでご利用をお勧めいたします。

当日のお申込みはできませんので事前にお申込み下さい。

５：地酒交流会について

７月２２日（土）夕刻 千葉市美術館「さや堂ホール」にて千葉の地酒を楽しむ交流会を開催いたします。

地酒と千葉県地元おつまみのセット ３，０００円（税込）にて事前申込みを受付いたします。

【お客様の個人情報の取扱いについて】

①当社では、お客様からご提供いただいた個人情報を厳重に管理し、申込みいただきました宿泊の手配、チケット

の送付、お客様との連絡等及び関係各所への提供、ならびにこれらに付随する業務を行うために利用します。

②その他、当社の個人情報の取扱いにつきましては当社のホームページ(http://www.nta.co.jp)をご参照下さい。

③個人情報の取扱いに関する問合せ先

株式会社日本旅行 千葉支店 （担当：加藤） TEL：０４３－２２７－２３０７

添乗員は同行しません。

最少催行人員：1名。

（募集型企画旅行契約）

（手配旅行契約） 取消料：ご利用日の前日より100％申し受けます

※別紙リーフレット

をご参照ください。

※自治体問題研究所 ＨＰ http://www.jichiken.jp/ 中にバナー貼付がありそこからもリンクされております。

クレジットカード、コンビニ決済もご利用になれます。

第59回自治体学校 in 千葉

https://v3.apollon.nta.co.jp/jichitai/ 

事前参加・宿泊等の

お申込み・お支払い

参加申込

完了

裏面「参加・宿泊申込書」

に必要事項を記入しFAX

お支

払い

参加申込

完了
日本旅行より「予約確

認書兼請求書」を送付

①ＷＥＢサイト

からの申込み

②FAX からの

申込み

※お振込み手数料は恐れ入りますがお客様にてご負担ください。

申込締切日：2017年6月23日（金） ※宿泊がない場合：7月7日（金）

7/22(土) 7/23(日) 7/22(土) 7/23(日)

ホテルサンルート千葉 ① 11,700円 9,500円 ⑪S 11,340円 11,340円

バーディーホテル千葉 ② 8,640円 8,640円 ⑪T 9,720円 9,720円

スーパーホテル千葉駅前 ③ 8,400円 8,400円 ⑪TS 13,500円 13,500円

ホテルサンシティ千葉 ④ 7,500円 7,500円 ⑫S 8,640円 8,640円

⑤S 14,000円 11,800円 ⑫T 7,560円 7,560円

⑤T 10,800円 8,640円 ドーミーイン千葉CitySoga ⑬ 11,700円 11,700円

⑥Ｓ 11,200円 11,200円 ⑭S 13,500円 13,500円

⑥Ｔ 10,700円 10,700円 ⑭T 12,420円 12,420円

ホテルルートイン千葉 ⑦ 9,750円 9,750円 ⑮S 16,740円 12,420円

⑧S 10,260円 10,260円 ⑮T 10,800円 8,640円

⑧T 8,640円 8,640円 ホテルフランクス ⑯ 16,740円 12,420円

ホテルニューツカモト ⑨ 8,100円 8,100円 ホテルグリーンタワー幕張 ⑰ 13,500円 13,500円

⑩S 10,260円 10,260円

⑩T 9,720円 9,720円
ホテルポートプラザちば

※番号の後に記号のないホテルはシングルのみの設定になります。
番号の後のS：シングル1名利用、T：ツイン2名利用、TS：ツイン1名利用の設定
となり、各設定毎1名様あたり1泊朝食付きの代金となります。

千葉駅
周辺

京成千葉
中央駅
周辺

千葉みなと
駅周辺

蘇我駅
周辺

海浜幕張
駅周辺

京成ホテルミラマーレ ホテルスプリングス幕張

アパホテル＆リゾート
東京ベイ幕張

三井ガーデンホテル千葉

千葉みなと
駅周辺

カンデオホテルズ千葉

ホテルソガインターナショナル

ダイワロイネットホテル
千葉駅前

番号
記号

宿泊料金(1泊朝食/税込)
地区 ホテル

番号
記号

宿泊料金(1泊朝食/税込)
地区 ホテル

（募集型企画旅行契約）

宿泊スケジュール

7/22(土）：ご自宅～（お客様負担）

～各ホテル （泊）

7/23（日）：各ホテル～（お客様負担）

～各ホテル （泊）

7/24（月）：各ホテル～（お客様負担）

～ご自宅

ホテルマップ

（手配旅行契約） 取消料：ご利用日の前日より100％申し受けます
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