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大会参加・宿泊等のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度「みんなねっと大阪大会」が大阪市において開催されますことを心よりお慶び申し上げます。

全国各地より参加される皆様方のご便宜を図るため、首記大会の参加登録・宿泊・観光等の業務を

ＪＴＢ西日本大阪中央支店が担当させていただくことになりました。

大会のご成功に向け、スタッフ一同努力する所存でございますので、皆様のお申し込みを心よりお

待ち申し上げております。

敬具

平成25年６月吉日

ＪＴＢ西日本大阪中央支店

１．申し込みのご案内について

（１）参加種別及び参加費

【参加種別】①家族 ②当事者 ③一般 ④行政 ⑤学生

【参加費(資料含む)】

◎参加ご希望の方は、申込書の参加種別欄に○印をご記入ください。

※「学生」とは学校教育法に定める学生を指します。

（２）分科会参加の申し込み

◎分科会参加ご希望者の方は、申込書の分科会欄に申し込み番号をご記入ください。

【参加種別】 申込番号① 第１分科会 家族の力、家族会の力

申込番号② 第２分科会 私たちが求める家族支援

申込番号③ 第３分科会 早期支援と教育

申込番号④ 第４分科会 地域の暮らしを考える

申込番号⑤ 第５分科会 当事者活動

申込番号⑥ 第６分科会 就労を考える

申込番号⑦ 第７分科会 特別講演「単一精神病論」

講師 菊山裕貴氏

◎分科会お申し込みはお一人様１件とさせていただきます。

◎分科会希望欄には、必ず第２希望までご記入ください。尚会場の収容人数の都合により

ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

①家族／③一般／④行政 3,000円

②当事者 500円

⑤学生 1,000円
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（３）申込方法

・ページの申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは郵送にてお申し込みください。

・お申し込み内容に変更が発生した場合は、申込書に加筆訂正の上、弊社にＦＡＸをお願い申し上

げます。（申込書の控えを必ず保管してください。）

※お電話による申し込み・変更等は誤扱い防止のため、お断りしております。ご了承ください。

・お申し込みの手配につきましては、原則としてお申し込み順とさせていただいておりますので、

お早めにお申し込みください。

・予約内容の変更・取り消しにつきましては、営業時間内の受付とさせていただきますので、予め

ご了承ください。

・ご請求は申込代表者様に発送させていただきます。請求先（名）が異なる場合は申込書を分けて

お申し込みください。

（４）申込締切日

（５）クーポンの発送及びお支払いについて

・お申し込みの締切後、まずは申込回答書をＦＡＸにて送信させていただきますので、お申し込み

内容と相違がないか必ずご確認ください。

・大会開催日の２週間前に大会参加証・分科会参加証・懇親会参加証・宿泊確認証・請求書・交通

手配(ＪＲ券・航空券等)・ホテルパンフレット等をお送りさせていただきます。

・旅行代金は請求書記載の銀行口座へ指定日までにお振り込みください。

※銀行振込手数料はお客様ご負担となります。予め、ご了承ください。

・大会開催日の１週間前になりましても、宿泊確認書・請求書等が到着しない場合は、お手数です

が弊社大会担当までお問い合わせください。

・領収書が必要なお客様は、予め申込書のお客様通信欄に「領収書必要」及び「宛名」をご記入の

うえ、お申し込みください。

（６）個人情報について

・お預かりしました個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」並びに「当社個人情報保護方針」

に基づき、漏洩、不正利用、改ざんなどのないよう適正な管理に努めます。

また、保有の必要がなくなった個人情報については確実に速やかに消去いたします。

（７）申込先

〒541-0055大阪市中央区船場中央２丁目１番地

船場センタービル４号館３階(堺筋)

ＪＴＢ西日本 大阪中央支店「みんなねっと大阪大会」担当

担当／吉村 和美(よしむら かずみ)・東 芳樹(あずま よしき)

営業時間／月～金曜日 ９：30～17：30（休業日：土・日・祝日）

TEL：06－6261－2631 FAX：06－6261－1115

平成25年８月１日（木）必着
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２．宿泊のご案内

◎宿泊予約をご希望の方は申込書の宿泊欄に申込記号をご記入ください。

①旅行代金は、お一人様１泊税金・サービス料込みの宿泊代金です。

②宿泊設定日は平成25年９月８日（日）・９日（月）の２泊をご用意しております。

③ツイン・トリプルをご希望のお客様で同室を希望される場合は同室者氏名を必ずご記入くだ

さい。 ※トリプルは簡易ベッドが1台入ります。

④お申込順により、ご希望のホテルが確保できない場合がございますので、第２希望まで必ず

ご記入ください。

⑤朝食が不要な場合でもご返金はできません。予めご了承ください。

◎宿泊設定期間／平成25年９月８日（日）・９日（月）

№ ホテル名 食事条件 部屋タイプ 旅行代金 申込記号 アクセスのご案内

１
リーガロイヤルホテル
（ウエストウィング）

１泊朝食付 シングル（禁煙） \12,600 Ａ－1

・会場直結
・京阪中之島駅直結

１泊朝食付 シングル（喫煙） \12,600 Ａ－2

１泊朝食付 ツ イ ン（禁煙） \10,500 Ａ－3

１泊朝食付 ツ イ ン（喫煙） \10,500 Ａ－4

１泊朝食付 トリプル（禁煙） \8,500 Ａ－5

１泊朝食付 トリプル（喫煙） \8,500 Ａ－6

２ ホテルグランヴィア大阪

１泊朝食付 シングル（禁煙） \10,000 Ｂ－1

・ＪＲ大阪駅直結
・会場～ホテル間
シャトルバス有り

１泊朝食付 シングル（喫煙） \10,000 Ｂ－2

１泊朝食付 ツ イ ン（禁煙） \7,500 Ｂ－3

１泊朝食付 ツ イ ン（喫煙） \7,500 Ｂ－4

１泊朝食付 トリプル（禁煙） \6,500 Ｂ－5

１泊朝食付 トリプル（喫煙） \6,500 Ｂ－6

３ リーガ中之島イン

１泊朝食付 シングル（禁煙） \8,400 Ｃ－1

・会場まで徒歩約15分
・会場までタクシー約３分

１泊朝食付 シングル（喫煙） \8,400 Ｃ－2

１泊朝食付 ツ イ ン（禁煙） \7,875 Ｃ－3

１泊朝食付 ツ イ ン（喫煙） \7,875 Ｃ－4

４ ホテルＮＣＢ

１泊朝食付 シングル（禁煙） \7,980 Ｄ－1

・会場まで徒歩約５分
１泊朝食付 シングル（喫煙） \7,980 Ｄ－2

１泊朝食付 ツ イ ン（禁煙） \6,930 Ｄ－3

１泊朝食付 ツ イ ン（喫煙） \6,930 Ｄ－4

５ ホテル阪神

１泊朝食付 シングル（禁煙） \10,500 Ｅ－1

・会場まで徒歩約８分
１泊朝食付 シングル（喫煙） \10,500 Ｅ－2

１泊朝食付 ツ イ ン（禁煙） \9,450 Ｅ－3

１泊朝食付 ツ イ ン（喫煙） \9,450 Ｅ－4

６
アパホテル
大阪肥後橋駅前

１泊朝食付 シングル（禁煙） \8,400 Ｆ－1

・会場まで徒歩約15分
・会場までタクシー約３分

１泊朝食付 シングル（喫煙） \8,400 Ｆ－2

１泊朝食付 ツ イ ン（禁煙） \7,800 Ｆ－3

１泊朝食付 ツ イ ン（喫煙） \7,800 Ｆ－4

７
ハートンホテル

西梅田

１泊朝食付 シングル（禁煙） \9,500 Ｇ－1
・大阪駅シャトルバス乗り場まで
徒歩約３分
・会場までタクシー約７分

１泊朝食付 シングル（喫煙） \9,500 Ｇ－2

１泊朝食付 ツ イ ン（禁煙） \8,400 Ｇ－3

１泊朝食付 ツ イ ン（喫煙） \8,400 Ｇ－4

８
三井ガーデンホテル

大阪淀屋橋

１泊朝食付 シングル（禁煙） \7,800 Ｈ－1 ・京阪中之島線・大江橋駅まで
徒歩約10分
・大江橋駅から中之島駅まで２駅
・会場までタクシー約10分

１泊朝食付 シングル（喫煙） \7,800 Ｈ－2

１泊朝食付 ツ イ ン（禁煙） \5,300 Ｈ－3

１泊朝食付 ツ イ ン（喫煙） \5,300 Ｈ－4

９
アパヴィラホテル

淀屋橋

１泊朝食付 シングル（禁煙） \7,800 Ｉ－1 ・京阪中之島線・大江橋駅まで
徒歩約10分
・大江橋駅から中之島駅まで２駅
・会場までタクシー約10分

１泊朝食付 シングル（喫煙） \7,800 Ｉ－2

１泊朝食付 ツ イ ン（禁煙） \7,300 Ｉ－3

１泊朝食付 ツ イ ン（喫煙） \7,300 Ｉ－4

※ツイン代金は２名１室でトリプル代金は３名１室でご利用の場合のお一人様の代金です。
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３．昼食のご案内

４．懇親会のご案内

■参 加 費／お一人様 7,000円

■日 時／平成25年９月９日（月）18：00 開始

■会 場／リーガロイヤルホテル タワーウイング３階「光琳の間」

住所：〒530－0005 大阪市北区中之島５－３－68

電話：06－6448－1121

■アクセス／会場直結

◎懇親会参加希望の方は、申込書の懇親会欄に○印をご記入ください。

５．交通手配のご案内

ＪＲ券・航空券・高速バス等、全国から大阪までの交通機関につきましても、弊社でご手配をさ

せていただきます。交通手配をご希望のお客様は別紙のお申込書の「交通手配通信欄」に乗車日・

列車名（便名）・乗車区間等をご記入ください。弊社からお申込案内確認のご連絡をさせていただ

きます。

６．当日参加申し込みのご案内

※手配旅行契約にて承ります。

※弊社が申込受付ならびに参加費収受を代行させていただきます。

※手配旅行契約にて承ります。

（１）予約設定日／平成25年９月９日（月）・９月10日（火）

（２）代金／１食につき、1,000円（お茶つき・税込）

大会会場の大阪国際会議場にはレストラン等もございますが、当日は混雑が予想されるため、

お弁当のご予約をお勧めいたします。お弁当のお渡しは事前にお送りする「お弁当引換券」と

の引き換えになります。当日の弁当販売は行いませんのでご注意ください。

（３）お弁当の引換場所／場所未定

（４）食事会場／大阪国際会議場館内「場所未定」

（５）申 込／お弁当をお申し込みのお客様は申込書の弁当欄に○印をご記入ください。

◎参加種別及び参加費につきましては２ページ前の申し込みのご案内をご覧ください。

１日のみのご参加でも、所定の参加費を頂きます。

（１）当日参加申し込みのご案内（初日）

■全体会日時／平成25年９月９日（月）10：00 受付開始

（２）当日参加申し込みのご案内（２日目、分科会より参加の場合）

■分科会日時／平成25年９月10日（火）９：00 受付開始
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７．お申込後の変更・取消料について

予約内容の取消・変更が発生した場合は下記の取消料を申し受けます。

（取消日は旅行開始日の前日から起算します。）

また、変更・取り消しなどにより、ご返金が生じた場合は大会終了後にご指定の口座へご返金処

理をさせていただきます。

■参加費／懇親会／弁当

■宿 泊

■交通機関

取消料は各交通機関の定める払戻手数料、取消料を申し受けます。

取消日 ８日前まで ７日前～当日まで

取消料 無料 100％

取消日 ８日前まで
７日前

～２日前まで
前日

当日

※右記を除く

旅行開始後の取消

無連絡（不泊）

取消料 無料
旅行代金の

20％

旅行代金の

40％

旅行代金の

50％

旅行代金の

100％
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