




☆FAX専用申込書
FAX:092-451-0550　TEL:092-451-0606　日本旅行　九州法人支店

営業時間：9:30～17:30（土日・祝休業）

お申し込み締切日：2018年6月22日（金）まで ※ご宿泊のお申し込みがない場合7月6日（金）

自治体学校 in 福岡　参加・宿泊申込書
※必ず、控えを保存して下さい。

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

※下記（ア）～（エ）のアンケートは申込書に記入された方、全員分をご記入下さい.

（ア） 所 属 1:自治体職員 2:民間労働者 3:住民・民間団体 4:議員・政党 5:研究者
（イ） 年 齢 1:10代・20代 2:30代 3:40代 4:50代 5:60代以上
（ウ） 参 加 回 数 1:はじめて 2:2回目 3:3～5回目 4:6回以上
（エ） 区 分 1:研究所会員 2:一般 3『住民と自治』読者（一般料金となります）
●参加費：研究所会員　14,000円、一般　16,000円　部分参加は7/21（6,000円）、7/22（7,000円）、7/23（4,000円）

●新規入会者特典：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円をキャッシュバックいたします。

●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。

6,000円 6,000円 6,000円 1,000円 3,000円 ■福岡市営地下鉄「天神駅」下車　徒歩約15分
フクオカ　タロウ 50歳 （ア）　1　（イ）　4 ■「市民会館前」バス停下車　徒歩約4分

福岡　太郎 ㊚・女 （ウ）　1　（エ）　2

歳 （ア）　  　（イ）　　

男・女 （ウ）　  　（エ）　

歳 （ア）　  　（イ）　　 ■福岡市営地下鉄「西新（にしじん）駅」下車　徒歩約5分
男・女 （ウ）　  　（エ）　

歳 （ア）　  　（イ）　　

男・女 （ウ）　  　（エ）　

【ホテル希望】ツイン（同室者名：　　　　　　　　）　「喫煙」ルーム　など 金融機関名 観光庁長官登録旅行業第2号
支店名 普通・当座No

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　6,000円　地酒交流会　3,000円　宿泊7/21　10,500円　7/22　10,500円　合計46,000円）

≪必須記入≫

領収証は、お振込を確認しましたら、弊社作成の上郵送を致します。振分けは下記内容です。 〒810-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1　日本生命博多駅前ビル5階
①参加費　②現地分科会　③弁当　④地酒交流会　⑤宿泊費　　※②～⑤はお申し込みの方のみ。 営業時間　平日9:30～17:30（土・日・祝日は休み）
【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記入下さい。 総合業務取扱管理者：石本　信二 担当：柳、坂東
 ③喫煙ルームをご希望の方は通信欄にその旨をご記入下さい。（基本禁煙の手配となります。ご希望に添えない場合がございます）
【お願い】 申込書受領後は、請求書をＦＡＸにて送付いたします。原本が必要な場合は事前にお知らせください。 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
（弊社記入欄）申込No.　　　受付日　　　/　　　　確認書：　　　/ 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下さい。

自治体学校 in 福岡

開催日：2018年7月21日（土）　～　7月23日（月）

お申し込み締め切り日：2018年6月22日（金）

46,000円○ ○ ⑤ ⑥S○ ○

都・道・府・県

書類
送付先住所

弁当
（7/22）

地酒
交流会
（7/22）

1

2

該当番号を
記載下さい

料金合計（円）

回答欄

7/21
（土）

7/22
（日）

7/23
（月）

分科会・
講座Ｎｏ.

（大学で開
催の1～

12）

フリガナ 年齢 学校参加日
分科会・講座（7/22）

（1～12、21～23の中から1つを選択
宿泊【ご注意】を確認下さい

○

性別
第2
希望

フリガナ
代表者氏名

（書類送付先）

所属団体・職場

〒　　　-
TEL:

FAX:

株式会社日本旅行　九州法人支店

領収証宛名希望　：

ご宿泊のお申し込みがない場合は7月6日（金）まで受付けております。

九州Ｈ30-042

例 ○ ○

現地
分科会

２１

現地
分科会

２２

現地
分科会

２３

TEL:092-451-0606　FAX:092-451-0550

3

返金先
口座

通
信
欄

7/21
（土）

7/22
（日）

第1
希望

参加者氏名

No

新規・追加・変更・取消 

第60回 

第60回 

お申し込みのご案内 

お問い合わせ・お申し込み先（旅行企画・実施） 

7/22（日） ●分科会・講座 西南学院大学 （会場へのアクセス） 

7/21（土） 7/23（月） ●全体会 福岡市民会館（会場へのアクセス） 

西南学院大学 

福岡市民会館 



参加費：自治体問題研究所個人会員　14,000円　一般　16,000円 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。
   部分参加は会員・一般同額　7月21日：6,000円　7月22日：7,000円　7月23日：4,000円 ★現地分科会追加費用は、バス代、施設入場見学料などの必要経費です。

21●　住民自治に基づく地域づくり・環境行政を学ぶ・・・・・・・・ 6,000円 最少催行人員２５名
（募集型企画旅行契約） 22●　熊本地震災害の現地と復興の現状・課題を見る・・・・・・ 6,000円 最少催行人員２５名

23●　諫早湾干拓ギロチンから21年、宝の海有明海と営農10年の現状を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000円 最少催行人員２５名
①宿泊施設は、福岡市内のホテル（シングルまたはツイン）をご用意しております。
   会場へ便利な、博多駅周辺・天神駅周辺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。 （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。
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）
③ご希望のホテルの「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） 7月22日（日）の昼食弁当は、事前にお申し込み下さい。ただし、現地分科会へお申し込みの方は注文できません。

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。
当日のお申し込みはできませんので事前にお申し込み下さい。

7/21（土） 7/22（日） 7/21（土） 7/22（日）

①S 13,500円 13,500円 博多駅グリーンホテル天神 ⑪ 10,000円 10,000円 （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
①D 18,000円 18,000円 プラザホテルプルミエ ⑫ ― 10,000円

②S 12,000円 12,000円 西鉄イン天神 ⑬ 11,000円 9,500円 7月22日（土）17:00～19:00　「西新パレス」にて九州の地酒を楽しむ交流会を開催いたします。
②D 16,000円 16,000円 ホテルアセント福岡 ⑭ 10,000円 10,000円 博多の郷土料理を添えた折り詰め付き　3,000円（税込）にて事前申し込みを受付いたします。
③S 11,000円 11,000円 ホテルニューガイア天神南 ⑮ 11,000円 11,000円

③D 16,000円 16,000円 ホテルニューガイア薬院 ⑯ 14,000円 10,500円

ホテルルートイン博多駅前 ④ 11,000円 9,500円 ホテルモンテエルマーナ福岡 ⑰T 23,000円 16,000円

デュークスホテル博多 ⑤ 10,500円 10,500円 カンデオホテルズ福岡天神 ⑱D 26,500円 16,000円

⑥S 10,000円 10,000円 タカクラホテル福岡 ⑲ 16,000円 18,000円

⑥D 14,000円 14,000円

Inperial Palace CITY HOTEL FUKUOKA ⑦ 12,000円 10,500円

博多中洲ワシントンホテルプラザ（連泊条件） ⑧ 9,800円 9,800円

博多フローラルイン中洲 ⑨ 11,000円 8,500円

キャナルシティ福岡ワシントンホテル ⑩ 14,500円 12,000円

        

      

博多グリーンホテル　アネックス

博多グリーンホテル　1号館
博多駅
周辺

中洲
地区

渡辺
通り

天神
地区

※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:ツインシングルユース　Dダブルシン
グルユースの設定となり、各設定毎1名様あたり1泊朝食付きの代金と
なります。

【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、申込いただきました宿泊の手配、チケットの発
送、お客様との間の連絡及び大会主催者への提供、並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ホームページ（http:// www.nta.co.jp ）をご確認ください。
③個人情報の取扱いに関する問合せ先（株）日本旅行 九州Global MICEセンター　担当：柳、坂東　TEL:092-451-0606

【宿泊スケジュール】　添乗員は同行しません　（最少催行人員：1名）

7/21（土）：ご自宅～（お客様負担）～各ホテル

7/22（日）：各ホテル～（お客様負担）～各ホテル

7/23（月）：各ホテル～（お客様負担）～ご自宅

宿泊料金（1泊朝食/税込） 宿泊料金（1泊朝食/税込）番号
記号

番号
記号

ホテル地区ホテル地区

博多グリーンホテル　2号館

ホテルサンライン福岡博多駅前

1:学校参加費 

2:ご宿泊の案内<旅行期日>：2018年7月21日（土）～23（月） 

3:現地分科会 

4:お弁当のお申し込

5:地酒交流会について 

6:お取消し・変更方法 

※別紙リーフレットを 

ご参照下さい。 

1．募集型企画旅行契約 

（１）この旅行は（株）日本旅行（以下「当社」といいます）が

企画・募集し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。 

（２）旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本

旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面（最終

旅行日程表）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。 

2．旅行のお申込みと旅行契約の成立 

（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下

記のお申込金または旅行代金の全額を添えてお申し込み

いただきます。申込金は旅行代金、取消料または違約料の

それぞれの一部として取扱います。 

（２）電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段によるお申し

込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成

立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予約の申

し込みの翌日から起算して3日以内に、申込書と申込金を

提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提

出されない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱

います。 

（３）申込金（お一人様につき） 

 

 

 

 

 

 

 

（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し

前（３）の申込金を受領したときに成立したものとしま

す。 

（５）通信契約による旅行契約は、お申込を承諾す

る通知を発した時に成立します。ただしe-mail等の

電子承諾通知による方法により通知する場合は、そ

の通知がお客様に到達したときに成立するものとし

ます。 
 

3．旅行代金のお支払い 

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

14日前にあたる日より前にお支払いいただきます。 

4．旅行中止の場合 

ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員

に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があり

ます。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ

て13日前にあたる日（日帰り旅行は3日前）より前に連絡さ

せていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しし

ます。 

5．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの 

（１）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通

費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税、空港施設

使用料が含まれます。 

（２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性

質の諸費用は含まれません。 

6．お客様による旅行契約の解除 

（１）お客様は、いつでも次に定める取消料（お一人

様につき）をお支払いいただいて、旅行契約を解除

することができます。この場合、すでに収受している

旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差

し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料が

まかなえないときは、その差額を申し受けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日・

営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日

とします。 

（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテ

ル等を変更される場合にも上記の取消料が適用さ

れます。 

 

7．個人情報の取扱について 

（１）当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業

者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提供

いただいた個人情報について、お客様との連絡や

運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービス

の受領のために必要な範囲内で利用させていただ

きます。 

（２）当社、当社グループ会社（会社名等はホーム

ページをご参照ください）および販売店では、①取り

扱う商品、サービス等のご案内 ②ご意見、ご感想

の提供・アンケートのお願い ③統計資料の作成。

にお客様の個人情報を利用させていただくことがあ

ります。 

（３）このほか当社の個人情報の取り扱いに関する

方針については、当社のホームページ

（http://www.nta.co.jp）でご確認ください。 

8．ご旅行条件・ご旅行代金の基準 

この旅行条件は、2017年8月1日を基準としていま

す。また旅行代金は、2017年8月1日現在の有効

な運賃・規則を基準としています。 

 

【国内旅行傷害保険加入のおすすめ】 

安心してご旅行をしていただくため、お客様自身で 

保険をかけられることをおすすめいたします。 

 

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、

事前にご確認のうえお申し込み下さい。 
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