
１． 取扱（適用）期間 

平成３０年１０月６日（土）～１０月７日（日） 

【 大会期間 】 

大会期間 … １０月６日（土）～ １０月７日（日）の２日間 

【 大会会場 】 

旭川市文化会館・アートホテル旭川・旭川トーヨーホテル 

２． 宿泊について（宿泊は募集型企画旅行となります） 
ご旅行代金にはお一人様分の 1泊朝食付、税・サービス料、事務手数料が含まれております。 

【 宿泊ホテル一覧表 】

□【 基本 】 大会開催日（10/6）にてご用意しております。 （10/5 及び 10/7 は別途ご連絡下さい） 

※朝食時間は施設により異なり、原則 6:30～7:00 の間の開始予定となります。 

宿泊施設 

お１人様・１泊あたりの旅行代金 

旭川駅からの所要時間シングル・朝食付き 

(1 名１室) 

ツイン・朝食付き 

(2 名１室) 

ツインシングルユース 

・朝食付き(1名１室) 

アートホテル旭川 ￥１１，8００ ￥9,100 ￥14,500 徒歩１２分 

旭川トーヨーホテル ￥９，1００ ￥8,600 ￥12,800 徒歩１２分 

ホテルルートインＧｒａｎｄ旭川 ￥9，1００ ￥8,000 ￥12,800 徒歩２分 

ホテルルートイン旭川駅前 ￥７，4００ 設定なし 設定なし 徒歩５分 

スマイルホテル旭川 ￥８，8００ ￥7,200 ￥12,500 徒歩４分 

ドーミーイン旭川 ￥１１，1００ 設定なし 設定なし 徒歩１２分 

ホテルクレッセント旭川 ￥８，５００ ￥7,000 ￥12,200 徒歩９分 

くれたけイン旭川 ￥８，６００ ￥6,400 ￥12,300 徒歩８分 

スーパーホテル旭川 ￥９，3００ 設定なし 設定なし 徒歩５分 

東横イン旭川駅東口 ￥６，５００ 設定なし 設定なし 徒歩５分 

ホテルプレミアＣＡＢＩＮ ￥１３，０００ 設定なし 設定なし 徒歩４分 

☆最少催行人員：１名  ☆添乗員：同行しません  ☆食事：１泊につき朝食１回 

【スケジュール】 

[１日目]ご自宅…（お客様各自）…大会会場…（お客様各自）…ホテル 

[２日目]ホテル…（お客様各自）…ご自宅 

・利用ホテルについては【宿泊施設一覧表】にてご確認ください。 

・お部屋タイプについてシングルルームを基本としていますが数に限りがあることから、少数ではありますがツインルームの確保 

 もしております。（ツインルームのシングルユースの設定もあります） 

・喫煙・禁煙室のご要望を受けることが出来ませんが、禁煙室をご希望のお客様のお部屋が喫煙室となった場合、事前の 

消臭対応にて対応を取らせて頂きます。 

・各宿泊施設でのチェックイン手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 

・食事について：朝食が『無料朝食または軽食・弁当でのご用意』となる場合もあります。朝食を利用しない場合でも旅行代金 

の払い戻しは致しません。朝食時間は施設により異なります。原則 6:30～7:00 の間の開始予定です。 

詳細は施設へご確認ください。 

・チェックインは原則として１５時以降、チェックアウトは１０時までです。それ以前、以後は追加料金となる場合があります。 

・宿泊施設によっては客室の備品の内容が異なります。事前にご確認の上準備下さい。 

・駐車場の条件（駐車代金等）はホテルによって異なります。

① バスなどの大型車をご利用される場合には事前に対応可能ホテルの確認をお願い致します。 

② また満車の場合には、近隣コインパーキングをご利用いただく場合もございます。 

③ 宿舎決定後に各宿舎へ直接お問い合わせ下さい。※駐車場料金は現地でのお支払となります。 

第６５回日本ＰＴＡ北海道ブロック研究大会・旭川大会 

大会参加・宿泊・弁当要項 



３． 弁当について 

① 取扱期間 平成３０年１０月６日（土）～１０月７日（日）の２日間、お引受いたします。 

② 代金 弁当１食 ８００円（税込）お茶付（パック茶付） 

③ 弁当の引き換えは、会場で指定された時間に弁当引換所にてお受取ください。 

④ 弁当の空箱回収を行いますので、所定の場所に１４時３０分までにご持参ください。 

⑤ 食品衛生上、弁当受取後は速やかにお召し上がりください。 

※極力、お召し上がり直前にお引取り願います。 

４． 分科会について 

領 域 分科会テーマ 会場名 

第１分科会 組織・運営 多様化する会員を活かし、協力し合えるＰＴＡ活動 アートホテル旭川３階 『ポールルームⅠ』 

第２分科会 家庭教育 体験、経験で伸びる「力」育もう親子のつながり アートホテル旭川３階 『ポールルームⅡ』 

第３分科会 学校支援 輪・和・話!深めよう家庭・学校・地域の絆 アートホテル旭川２階 『ザ・イーストルーム』 

第４分科会 地域連携 地域と共に子どもの成長を育むために アートホテル旭川２階 『ザ・ウエストルーム』 

第５分科会 情報教育 情報化社会の中で子どもを守る活動 旭川トーヨーホテル３階『翡翠の間』 

特別第１分科会 北海道中学生討論会 子どもの思い・親の思い～未来への架橋  理想の学校・将来の夢 旭川市民文化会館『小ホール』 

特別第２分科会 ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育 多様な個性を持つ子どもたちへの支援 旭川トーヨーホテル２階『丹頂の間』 

５． 懇親交流会について 

お一人様￥５，０００  １０月６日（土） １０：００～ アートホテル旭川３階『ボールルーム』にて 

６． 変更・取消について 

お客様のご都合により予約を取り消す場合は、下記の取消料を申し受けます。 

■宿泊 （１泊目以降の取消しに関しては旅行開始後となり、ご宿泊代金の１００％となります。）

旅行開始後の解除 

又は無連絡不参加 
当日 前日 ２日前 ３日前 ４日前 ５日前 ６日前 ７日前 ８～２０日前 

１～14名 １００％ ５０％ ２０％ 無料 

15～30名 １００％ ５０％ ２０％ 無料 

31 名以上 １００％ ５０％ ３０％ １０％ 

■弁当・懇親交流会 （ご利用２日目以降の取消しに関しましては旅行開始後となり、１００％となります。） 

旅行開始後の解除 

又は無連絡不参加 
当日 前日 ２日前 ３日前 ４日前 ５日前 ６日前 ７日前 ８～２０日前 

１～14 名 １００％ 無料 

15～30名 １００％ 無料 

31 名以上 １００％ 無料 

７．大会参加費について
参加費につきましては、如何なる理由であってもご入金後の返金はいたしかねます。 

８．お申込方法について

お申込みは大会専用ホームページ（下記参照)より受付いたします。 

（1）申し込みについて 

   ＷＥＢ申込み画面に必要事項を入力しお申込み下さい。 

   宿泊施設の空室はＷＥＢ上で各自ご確認願います。 

【申込ＵＲＬ】  https://va.apollon.nta.co.jp/hokkaido_pta_block65/
① ログイン後、新規利用登録（代表者個人情報登録）を行います 

② 参加登録のお申込が可能になります。分科会・懇親交流会・お弁当・ホテルの登録をお願いします。 

③ 予約確認・変更ページにて過去の予約状況、変更、取消を行うことが出来ます。 

④ 予約内容確認書の発行及び請求書の発行を各自行うことが出来ます。 

⑤ お支払手続き完了翌日から領収書の発行が可能になりますので各自発行願います。 

◆申込受付は ６月２０日（水）頃 を 予定致しております。専用ホームページをご覧下さい。 



※ＷＥＢ申込が出来ない方は、ＦＡＸでも承ります。その場合、１手配￥540 の手数料を別途徴収させていただきますので予めご

了承ください。（またその際のお支払方法は銀行振込に限定させていただきます。予約確認書及び請求書をＦＡＸさせていただき

ますのでご確認願います。） 

（2）申込締切について 

平成 30年 7月 31 日（火）１７：００ を最終締切 とさせていただきます。 
（3）変更・取消 
お申込後に変更・取消が生じた場合は専用ホームページよりご連絡ください。 

  お電話での変更・取消はお受けしておりませんが、ご不明な点やご相談等ございましたら、担当者までご連絡願います。 

（4）確認書・請求書の発行、お支払いについて 
ＷＥＢ上にて「予約確認書・請求書」を各自発行いただき、その後、8月 31 日（金）までに お支払いください。 

  ※お支払方法は、ＷＥＢにてお申込された方は銀行振込、コンビニエンスストアでのお支払をお選びいただけます。 

お支払いの際にかかる手数料はお客様のご負担となります。 

（5）宿泊・弁当の回答について 

  宿泊、弁当はＷＥＢ上でご確認願います。 

（6）返金について 
振込後、変更・取消などにより返金が生じた場合、大会終了後にお客様のご指定口座へお振込みさせていただきます。（振

込手数料は差し引かせていただきます） 

【お問い合わせ】

株式会社日本旅行北海道 旭川支店

〒070-0033 北海道旭川市 3条通 9丁目 1704-1  

TK フロンティアビル１階 

営業時間：月～金 9：30～17：00 （土日祝は休業） 

TEL：0166-26-0401  FAX：0166-25-4749  

支店長／総合旅行業取扱管理者 :山﨑 紀史 

担        当        者  :鍋田 大樹／美谷 仁美 

メールアドレス taikai_asahikawa@nta.co.jp

お客様の個人情報の取扱について 

■当社では、お客様からご提供いただいた個人情報を厳密に管理し、申し込み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、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。 

■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/hokkaido/）を 

ご参照下さい。 

■個人情報に関する問い合わせ先…株式会社日本旅行北海道 個人情報保護管理責任者（業務担当責任者） 

及びお客様相談室責任者（TEL：011-208-0150） 


